
イベント名 イベント名開催日 開催日

★スタンプラリーに合わせて地域イベントに出かけてみよう！
いわき市内のイベント一覧（2017年7月～2017年11月の予定）

スタンプ
設置ポイント

8/19（土）・8/20（日）

8/20（日）

8/20（日）

8/31（木）～9/1（金）

9/3（日）

9/9（土）

9/9（土）・9/10（日）

9/23（土祝）

9/23（土祝）

9/24（日）

9/30（土）

9/30（土）・10/1（日）

10/7（土）

10/14（土）

10/14（土）・10/15（日）

10/14（土）・10/15（日）

10/21（土）

10/21（土）・10/22（日）

10/28（土）

10/28（土）・10/29（日）

10/29（日）

10/29（日）

10/29（日）

10/29（日）

10/29（日）～11/19（日）

10月下旬～12月下旬

11/3（金祝）

11/3（金祝）

11/3（金祝）

11/3（金祝）

11/3（金祝）～11/12（日）

11/5（日）

11/12（日）

11/12（日）

11/18（土）

11/18（土）～11/26（日）

11/19（日）

11/25（土）・11/26（日）

11月下旬

11月下旬

7/15（土）～8/15（火）

7/15（土）～8/15（火）

7/15（土）～9/24（日）

7/15（土）～9/24（日）

7/20（木）～8/31（木）

7/21（金）～8/31（木）

7/22（土）

7/22（土）

7/22（土）

7/22（土）

7/23（日）

7/23（日）

7/29（土）

7/29（土）

7/29（土）

7/29（土）・7/30（日）

7/29（土）～9/3（日）

7/30（日）

7/30（日）

7/30（日）

8/3（木）

8/4（金）

8/4（金）

8/5（土）

8/5（土）

8/6（日）

8/6（日）

8/6（日）

8/6（日）~8/8（火）

8/8（火）

8/11（金祝）

8/11（金祝）

8/12（土）

8/12（土）

8/13（日）

8/13（日）~8/15（火）

8/14（月）

8/16（水）

8/17（木）

8/19（土）

ミュージアム☆ナイト2017　【ほるる】

キッズミュージアムin伝承郷　【伝承郷】

第99回夏井川流灯花火大会

閼伽井嶽薬師常福寺　夏大祭　宵祭・本祭　35

小川諏訪神社例祭　本宮祭　㉓

手打ちそば体験≪事前予約制≫　38

飯野八幡宮　流鏑馬神事

龍ヶ城月見の宴

第22回鬼ヶ城ブルーグラスフェスティバル2017　⑭

三和町ふれあい市場祭り　32

手打ちそば体験≪事前予約制≫　38

いわき大物産展

第13回満月祭

フラのまちフェスティバル2017

フラワーセンターオータムフェスティバル

第27回泉ふるさと祭り　前夜祭・本祭

手打ちうどん体験≪事前予約制≫　38

いわき街なかコンサート in TAIRA 2017

いわき大交流フェスタ

秋のオープンデー　【海浜自然の家】

第22回いわき凧揚げ大会

二ツ箭山秋祭り2017

第20回三和の里フェスティバル　㉛

いわきの里　鬼ヶ城　収穫祭　⑭

かわまえの秋2017

干し柿作り体験　38　

古代まつり　【考古資料館】

湯の街復興学園祭

田人おふくろの宿まつり　47

久之浜漁港まつり

国宝白水阿弥陀堂　夜間特別拝観

第4回ツール・ド・いわき2017

第13回鹿又川渓谷ウォーキング

三和町ふれあい市場オープン9周年感謝祭　32

ランプシェード作り体験≪事前予約制≫　38

たびとグルメラリー

第21回新そばまつり

田人ほっこり祭　【田人ふれあい館】

遠野もみじまつりin龍神峡

海竜の里こども祭り　②

平成29年度海水浴場開設

四倉周遊・無料シャトルバス運行＜7/15・16・17・22・23・29・30・8/5・6・11・12・13・14・15＞

第1回「におい」と「温もり」-高橋孝太郎作品展2-【伝承郷】

夏の企画展「いわむらかずお絵本原画展」　㉑

アンモナイト研究所～200年の解かれぬ謎と明かされた姿～　①

夏の特別展「美しい鉱物の世界」　【ほるる】

なこそ夏祭り2017

うちわ作り体験≪事前予約制≫　38

サマーナイト朗読会「夏の風物詩」　㉑

御諏訪太鼓

小玉ダム体験ツアー　㉔

復興支援事業ビーチバレーボールよつくら大会

四倉ねぶたといわきおどりの夕べ

魚のつかみ取り体験≪事前予約制≫　38

サマーナイトコンサート「湘南からの言葉と音楽のお手紙」　㉑

おなはま海遊祭

魔法の美術館　光と遊ぶ超体感型ミュージアム

夏の子ども広場　㉑

第19回ニジマスつかみどり大会　②

第22回四時ダムまつり

金魚つかみ大会

やっぺおどり大会

いわきおどり小名浜大会

第64回いわき花火大会

サマーナイトコンサート「ピアノ連弾の夕べ」　㉑

第46回いわき市青年じゃんがら大会

夏休み体験学習会　【考古資料館】

仲町ホコ天ブラブラリー

平七夕まつり

第36回いわきおどり

文部科学大臣杯　全国高等学校フラ競技大会　第7回フラガールズ甲子園

LIGHT UP NIPPON 2017

震災復興応援　全国高等学校フラフェスティバル

いわき能を楽しむ夕べ　㉗

野村四郎先生による親と子のための「能楽」教室　㉗

第63回いわき回転櫓盆踊大会　前夜祭・本祭

子どもじゃんがら　【草野心平生家】

四倉鎮魂、復興花火大会

いわき湯本温泉仮装盆踊り大会

開館20周年記念事業　いわきキッズミュージアム　【考古資料館】
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おそれいりますが

62円切手を

お貼りください

9 7 2 - 8 3 2 1

福島県いわき市常磐湯本町向田3-1
（一社）いわき観光まちづくりビューロー
いわき里山めぐりスタンプラリー係

名前（フリガナ）

住   所  〒　　    ー

ー　　　　　　　ー
連絡先

※記載情報は、スタンプラリー事務局にて商品発送・本件に関する諸連絡にのみ活用します

年齢 性別

男・女

明治24年に創業の老舗。1年を通じて販売さ
れ、梅月といえば…といわれる「かしわ餅」の
有名なお店。
〒979-0333　いわき市久之浜町久之浜南畑田6住

82-2020TEL 7：30-14：00営 火曜日休

お買上げの方に押印

（有）菓匠　梅月3
おすすめのコーヒー（特にアフォガード）と厚切り
トースト、ソフトクリームなどが味わえる軽食のカ
フェ。様々な体験イベントも実施中。※店内にて押印。
〒979-0333　いわき市久之浜町久之浜北町52住

85-0871TEL 9：00-16：00営 月曜日、日曜日は不定休休

休業日は多目的室にて押印 チラシ掲示でドリンク50円引き

SLOW DAYS Cafe(浜風きらら)4
大同元年(806)に徳一大師によって小久村の堂ケ
崎に開山と言われる。いわき七福神「弁財天」は4
月に行われる例大祭にのみ御開帳される。
〒979-0333　いわき市久之浜町久之浜後原68住

82-3003TEL

大玄関にて押印

龍光寺5

磐城三薬師の一つで海上安全・大漁祈願の信仰が厚い。
初日の出のスポットでも有名。参道や境内各所の見事
なアジサイからアジサイ寺としても親しまれている。
〒979-0335　いわき市久之浜町田之網横内89住

82-2820TEL 8：30-16：30営

是非ご参拝ください

波立寺（波立薬師）6
トマト収穫体験が可能で、野菜やお土産を販売する直
売所や、野菜をふんだんに使用したビュッフェスタイ
ルのレストランがある複合型農業テーマパーク。
〒979-0215　いわき市四倉町中島広町1住

85-5105TEL 平日10：00-18：00 土日祝9：00-18：00営 年末年始休

森のマルシェにて押印

ワンダーファーム(森のマルシェ)8

アンモナイト等の貴重な化石を産出する露頭をその
まま建物で覆った、日本初の観察施設。古代の生き物
を学びながら実際の地層を発掘する体験が人気。
〒979-0338　いわき市大久町大久鶴房147-2住

82-4561TEL 9：00-17：00営 月曜日(祝日の場合は翌日)休

施設内にて押印

いわき市アンモナイトセンター1

観覧車やコースターなどの遊具施設が整備さ
れ、小さな子供向けの屋内遊び場もある。実物大
に近い恐竜の滑り台は迫力満点。
〒979-0338　いわき市大久町大久柴崎9住

82-2772TEL 9：00-16：30営 月曜日(祝日の場合は翌日)休

遊具ご利用の方にカウンターにて押印

いわき市海竜の里センター2

海が見える四倉の隠れ家カフェ。とうふハンバーグの
ランチプレートが人気。ガラスの宝石ベネチアンガラ
スアート体験も好評。 ※月～土曜日のみ営業
〒979-0201　いわき市四倉町栗木作115-2 住

32-3137TEL 10：00-16：00(LO15:30)営 日曜日・祝日休

ご利用の方に押印 チラシ掲示でアクセサリー購入の方1点に
付200円引き、子供体験10%OFF

星の花9
広大な海を目の前にした、天然温泉を使用したバラエ
ティ豊かなお風呂が楽しめる。太平洋の大パノラマ
と、あらゆる種類のお食事、温泉天国を堪能できる。
〒979-0201　いわき市四倉町6丁目164-2住

32-2500TEL 館内[日～木]10:00～23:30[金土祝前日]10:00～翌朝9:00 営 無休休

入館料をお支払いのお客様及びお食事ご利用のお客様に押印

太平洋健康センターいわき蟹洗温泉10
県内19番目の道の駅。2Fテラス席からは太平洋が一
望できる。直売所では地元の新鮮野菜や、人気の道弁
も販売。フラガールをイメージする海水浴場が隣接。
〒979-0201　いわき市四倉町5丁目218-1住

32-8075TEL 9：00-18：00営 第3火曜日休

情報館にて押印 情報館は8：30-22：00無休です

道の駅よつくら港11

新鮮な海の幸を、今は珍しい囲炉裏を囲んで、魚を
焼いて、日本酒を飲んで味わうことが出来る、朝7時
から夜10時までやっている懐の深いお店。
〒979-0201　いわき市四倉町東2丁目167-1住

32-6460TEL 7：00-21：00営 無休休

お買上げの方に押印

くさの根12
黄色い看板が目印の約70年間続く老舗、どら焼き
専門店。くりどら焼き、黒糖どら焼き、苺のどら焼
きも人気。かりんとうまんじゅうなども販売。
〒979-0202　いわき市四倉町上仁井田前原22-7住

32-2029TEL 8：00-18：00営 不定休 休

お買上げの方に押印

玉屋菓子店 13
広大な敷地内の大自然を遊ぶ・楽しむ体験学習施設。通常
の宿泊、キャンプ場、コテージやバンガローがあり、レス
トランや日帰り入浴も楽しむことができます。
〒979-3203　いわき市川前町上桶売小久田73-3住

84-2288TEL 9：00-17：00営 第3火曜日、8月は第4火曜日休

館内にて押印 チラシ掲示でお食事の方のみ入浴料サービス

いわきの里 鬼ヶ城14

川前の新鮮な食材を使用した本格手打ちそば・うど
んのお店。国産の希少な自家飼育の日本キジ肉を使
い、昔ながらの羽釜で炊いたきじおこわも人気。
〒979-3202　いわき市川前町下桶売芹ヶ作110-46住

84-2788TEL 11：00-15：00 ※土日月祝のみ営業営 火曜日-金曜日休

休業日は店外にて押印

きじや15

豊かな自然の中に３年をかけて作り上げた手づくりのロ
グハウスレストラン、ギャラリー。手づくりの料理やデ
ザートが楽しめる他、彫刻や木工細工を展示している。
〒住

33-3331TEL 10：00-15：00 ※金土日のみ営業
いわき市四倉町駒込棚橋91-17

営 月曜日-木曜日休

店内にて金土日のみ押印

時季の森7

979-0227

ＪＲ磐越東線「川前駅」前にある川前町の情報発信の拠
点。観光・イベントなどの情報提供や、自転車を活用し
たスタンプラリーなどを通じて、新たな魅力を発信。
〒住

22-7414 地域振興課TEL 9：00-16：00 土日祝
いわき市川前町川前中ノ萱79

営 月曜日-金曜日休

土日祝のみ開館　休業日は館外にて押印

川前駅前　ふれあい交流館　min-nano16

979-3201

市内唯一の観光ぶどう園「葡萄の里」。スチューベンやベ
リーA、藤稔など様々な品種を楽しめる。期間中は園内直
売所でオリジナルワインやぶどうジュースも限定販売。
〒住

84-2023TEL 9:00～16:00※ぶどう終了次第閉園
いわき市川前町川前前川原44

営 期間中無休休

直売所にて押印　9月頃～10月頃のみ開園

夏井川渓谷　葡萄の里17

979-3201

国内産最上級の玄そばを100%使用した江戸伝
統の二八手打そばが味わえるお店。夏井川渓谷
の景観と美味しいそばとを堪能できる。
〒住

83-2821TEL 11：00-16：00
いわき市小川町上小川江田37-1

営 月曜日、火曜日休

店内にて押印

峨廊庵18

979-3124

日本初のフェイジョア栽培農家。フェイジョア300本と
いちじく200本を主体として栽培。その他、ブルーベ
リー、ブラックベリーも栽培。それら加工品も併せて販売。
〒住

83-3110TEL 9：00-15：00
いわき市小川町塩田堀口10-1

営 不定休休

店内にて押印

ゆうゆうファーム19

979-3123

独自に栽培する採れたて野菜をふんだんに使用した
「気まぐれランチ」が人気。広大な景色を前に、珍しいエ
ディブル・フラワーなど旬のおいしい野菜が楽しめる。
〒住

83-0005TEL 11:00-14:00(LO14:00)
いわき市小川町高萩下夕道1-39

営 月曜日、火曜日※祝日の場合も定休日休

お食事の方に押印 チラシ掲示の方にちょっぴりプレゼント

カフェ＆レストラン　スピカ20

979-3122

カエルの詩人として知られる、草野心平の魅力を紹
介。遺稿・書簡・書画などを展示し、本人の肉声による
朗読を聞ける。心平の故郷、雄大な自然も満喫できる。
〒住

83-0005TEL 9：00-17：00(最終入館16：30)
いわき市小川町高萩下タ道1-39

営 月曜日休

館内にて押印

いわき市立草野心平記念文学館21

979-3122

草野心平記念文学館に行く道すがらにある、ハン
バーグ専門店。厚みのあるハンバーグで、お箸で
も食べられるやわらかさが自慢の店。
〒住

83-2389TEL 11：00-15：00(LO14：30)
いわき市小川町塩田手ノ倉69-11

営 火曜日休

店外ベンチにて押印

ヒュッテ手ノ倉22

979-3123

天然記念物指定の樹齢500年以上の見事な巨木シダレ
ザクラがあり、境内石垣から垂れる姿は、優雅で幻想的。
さくらまつりでのライトアップにもまた魅了される。
〒住

83-0178TEL

いわき市小川町高萩家ノ前140-1

社務所にて押印

小川諏訪神社23

979-3122

夏井川合流点から約4km上流に位置し、豊かな自然に
囲まれた山間にある。ダム湖側面の山肌には鬼の絵が
描かれ、アスレチック、遊具広場やキャンプ場もある。
〒住

83-2861TEL 9：00-16：30
いわき市小川町高萩釜ノ前1-25

営 土曜日、日曜日、祝日休

小玉ダム24

979-3122

三和産のエゴマを使用したじゅうねんつけダレのう
どん・そばの他にパウンドケーキ、おやきなどもある。
店内には囲炉裏があり、楽しみながら食事できる。
〒住

85-2755TEL 11：00-15：00　夜・要予約
いわき市三和町上三坂立町101-2

営 月曜日休

ご利用の方に押印 チラシ掲示でドリンクサービス

きのことマサ25

970-1374

三和町上三坂のかあちゃんたちの田舎料理が味わ
える農家レストラン。旬の自家栽培野菜を使用。
漬物や加工品、十割そばも味わえる。
〒住

090-1069-6860TEL

いわき市三和町上三坂山神前158-2
営 11：00-15：00※毎週土日、第1・3月のみ営業 月曜日-金曜日休

店内にて押印

農家レストラン　ぷろばんす亭26

970-1374

幕末の戦乱を逃れてきた武士が、漢方医として定住した診
療所をリニューアルし、地域交流館として再生した古民
家。都市と地方の交流スペースとしても活用されている。
〒住

080-5690-0190TEL 開館情報はブログ「いわきウーマン」にて
いわき市三和町上三坂中町86-1
営 不定休休

イベント開催日のみ開館　休業日は館外にて押印

ＯＪＯＮＣＯ館27

970-1374

四季折々の阿武隈の自然とおいしい空気の三坂高原
へお出でいただきたい、それぞれの家に伝わる柏餅を
味わっていただきたい、との思いから生まれたお店。
〒住

85-2004TEL 11：00-16：00
いわき市三和町中三坂湯ノ向 国道49号沿い

営 不定休休

店内にて押印

柏の里（直売所）28

970-1375

その名の通り峠のドライブイン。広い敷地内に赤い色の
巨大水車や巨大なこけしモニュメントが目を引く。地元
のおもてなしと共に定食、ラーメンなどが味わえる。
〒住

85-2047TEL

いわき市三和町上市萱長沢96-169
9:00～17：00営 不定休休

お食事の方に押印 チラシ掲示で小鉢料理1品プレゼント

長沢峠ドライブイン29

970-1373

築200年以上の農家の改築し、昔ながらの農家
の佇まいに囲まれた空間で、三和産のそば粉を
活用した十割そばを楽しめる。
〒住

87-2240TEL ※土日祝のみ営業
いわき市三和町上永井大平田164

11：00-14：30営 月曜日-金曜日休

お食事の方に押印 チラシ掲示で小皿1枚プレゼント

農家そば屋30

970-1262

地元の杉材を利用し建てられた直売所。豊かな土地で
育てられた農産物を新鮮なうちに提供している。漬物
やお餅など地元の方々の手作り品も販売されている。
〒住

97-3566TEL 9：00-17：00
いわき市三和町下市萱竹ノ内210

営 火曜日休

お買上げの方に押印 チラシ掲示で5％OFF

三和町ふれあい市場32

970-1372

三和公民館・三和支所・デイサービス併設の複合
施設。日帰り入浴施設、研修室、調理室、屋内ゲー
トボール場・大広間等を兼ね揃えた施設。
〒住

86-2111TEL 8：30-17：15
いわき市三和町下市萱竹ノ内114番地の1

営 第3月曜日休

館内にて押印

三和ふれあい館31

970-1372

自家栽培の新鮮な野菜を使用したお店。コロッケや
唐揚げも人気。新鮮な山菜も味わえる。柏餅、ワッ
フルも販売。三和町ふれあい市場でも購入可能。
〒住

86-2266TEL

いわき市三和町下市萱根小屋6-1
10:00-16:00営 水曜日休

お食事の方に押印

菜の花カフェ　コロッケ33

970-1372

店名の通りボリューム満点の各種メニューを揃えてい
るお店。カレーライスは味にも盛りにも驚きの人気。お
食事のおともに！？バナナ1本がサービスで付く。
〒住

87-2848TEL 平日11:00～15:00 土日祝11：00-17：30
いわき市三和町合戸中館下48-3

営 木曜日休

お食事の方に押印

まんぷくドライブイン34

970-1264

磐城三大薬師のひとつ。夏大祭では柴燈大護
摩（火渡り）が執り行われる。冬季積雪にご注
意ください。
〒住

36-2161TEL 8：00-16：00
いわき市平赤井赤井嶽1

営

社務所にて押印

閼伽井嶽薬師常福寺35

979-3131

遠野の森の中にある隠れ家を思わせる温泉宿。世界に
も類を見ない最高濃度のトロン含有量を誇る人工温泉
で、日帰り入浴も可能。ニジマスの釣堀も楽しめる。
〒住

89-2805TEL

いわき市遠野町入遠野中野214番地
10：00-20：00（月は～18：00）※金土日月のみ営業営 火曜日-木曜日休

お食事、入浴、釣堀ご利用の方に「いろり庵」にて押印

天王川トロン温泉37

972-0251

自然に触れて遊びマナーを学ぶ、スローライフが楽し
めるオートキャンプ場。日帰利用も可能で、竹細工や和
紙作りなどの各種体験もできる。利用は要事前予約。
〒住

74-1031TEL 8：30-17：30
いわき市遠野町入遠野越台97-1

営 無休休

場内にて押印

遠野オートキャンプ場38

972-0251

干し柿を丸ごと使い､中に白餡が詰まった「柿
まんじゅう」はいわき観光みやげ品特別推奨
賞を2度受賞｡
〒住

89-2285TEL 9：00-19：00
いわき市遠野町入遠野前田111-2

営 第2・4日曜日休

店内にて押印

塩屋菓子店39

972-0251

女流書家金澤翔子さんの書の世界に浸れる国内初の
常設展。温かさと躍動感に溢れる作品を一堂に展示。
和風カフェ「飛翔庵」やミュージアムショップもある。
〒住

89-2766TEL 10：00-16：00
いわき市遠野町根岸横道71

営 火曜日、水曜日休

館内にて押印

金澤翔子美術館40

972-0163

山芋と砂糖、米粉を練り合わせた真っ白な皮に、国産小
豆を使用した甘さ控えめの餡がつつまれた、昔なつか
しい味わいの名物「遠野まんじゅう」。お土産に最適。
〒住

89-4717TEL 7：00-18：00
いわき市遠野町上遠野若宮57-5

営 水曜日休

店内にて押印 チラシ掲示で20円引き

菓子処芝崎41

970-0161

自然豊かな遠野で作られた野菜を使った郷土料理を
提供しており、自然薯「山の神」を使った麦とろごはん
やすいとん汁が味わえる。旬の野菜や卵なども販売。
〒住

74-1112TEL

いわき市遠野町上遠野若宮60-1
11：00-14：00営 水曜日、第3木曜日休

お食事の方に押印

農家レストラン　とろろ屋半兵衛42

972-0161

旬の新鮮野菜や秋には梨やりんごの果物まで、各
種取り揃え販売。店内には休憩所もあり、憩いの
場となっている。
〒住

89-3638TEL 10：00-13：00
いわき市遠野町深山田沢繁114－4

営 月曜日休

店内にて押印

アグリ遠野43

972-0164

栽培の山菜、豆腐、大福、加工品や季節の野菜など
の直売所。多くの人の交流の場として親しまれて
いる。(直売所、食堂は日曜日のみ営業)
〒住

68-3088TEL 8：00-14：00
いわき市田人町貝泊桐木12

営 月曜日-土曜日休

直売所にて日曜日のみ押印

名水の里　山ぼうしの家44

974-0242

創業90年近くの老舗。4時頃から作り始め、1日400個
程しか作れない限定品。 自家製餡の優しい懐かしい故
郷の味。不便な場所にも拘らず午前中には売切れる。
〒住

69-2548TEL 9：00-なくなり次第
いわき市田人町黒田別当62-1

営 木曜日休

店内にて押印

一心堂菓子店 45

974-0151

新鮮地元野菜を中心に販売するお店。新鮮野菜の加
工品も販売している。200円前後と、お手頃なもの
ばかり。手づくり「柏餅」も人気の逸品。
〒住

090-9630-3785TEL 9：00-14：00 ※土日のみ営業
いわき市田人町旅人下坪88-1
営 月曜日-金曜日休

店内にて土日のみ押印

旅人　やさい館28946

974-0152

たっぷりと果汁を含んだ「いわきサンシャイン梨」を収
穫できる市内唯一の観光梨園。みずみずしい梨を自分で
もぎ取り、その場で食べる楽しさ・美味しさは格別。
〒住

24-0216 TEL 9:00～16:00
いわき市平赤井畑子沢115

営 期間中無休休

入園、お買い上げの方に押印 8月下旬～9月下旬のみ開園

マルウチ誓子梨園36

970-3131

田人の澄んだ空気とおいしい水、豊かな自然に囲ま
れた複合施設。体育館、テニスコート、キャンプや
バーベキューも楽しめる。食事のみのご利用も可能。
〒住

68-3321TEL 11：00-20：00
いわき市田人町旅人江尻71

営 第2・4水曜日休

館内にて押印 チラシ掲示でお1人様入浴料半額

田人おふくろの宿47

974-0152

手作り陶器販売のお店。カフェが併設されて
おり、おいしいカレーやコーヒーが楽しめる。
人気の陶芸体験教室も開催。
〒住

67-7380TEL 10：30-18：00
いわき市田人町南大平辺栗39-1

営 火曜日休

館内にて押印 チラシ掲示で器200円引き

陶器のお店　土みに館48

974-0153

新鮮野菜はもちろん、焼きたてパンや自家製まん
じゅうが大人気のお店。季節に応じて山菜やキノ
コなど山の恵みが豊富に並ぶ。
〒住

69-2788TEL 8：30-16：00
いわき市田人町南大平下毛13-1

営 火曜日休

店内にて押印

国道289　森の駅49

974-0153

山奥にひっそりと佇む、隠れ家的なカフェ。木製の窓枠、
扉などレトロな雰囲気。クロックムッシュ風のフレンチ
トーストが人気。日向ぼっこしてる猫たちにも癒される。
〒住

67-7785TEL

いわき市田人町南大平川平35-4
11：00-18：00営 火曜日休

店内にて押印

MoMoCafe50

974-0153

◎市外局番は全て0246です。

四倉・久之浜・大久エリア 小川・川前エリア 三和エリア 田人・遠野エリア

◎各種割引、プレゼント等はチラシ1枚に付1名様／1品のみ1回限りとなります。

いわき里山めぐり スタンプラリー

ダム脇の東屋にて押印 休業日も押印可能
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○いわき市観光情報サイト　http://kankou-iwaki.or.jp/
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