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ひなを愛でる旅 2018
女の子の健やかな成長を祈る伝統行事ひなまつり。みやびな雛
人形や素朴な手づくりのつるし飾りなど、さまざまな雛飾りを鑑
賞したり、地域ならではの行事を体験しながら県内各地を散策
してみませんか。
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会津若松市七日町

平成30年2月20日〜平成30年3月2日

会津まちなかひなめぐり
会津若松市大町

平成30年2月3日〜平成30年3月4日

あねさまたちのひなまつり
喜多方市
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平成30年2月3日〜平成30年3月4日

4

平成30年2月3日〜平成30年3月4日

第13回「ひなの蔵めぐり」
猪苗代町

猪苗代おひな様めぐり
会津坂下町
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平成30年2月3日〜平成30年3月4日

6

平成30年2月4日〜平成30年3月3日
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第6回会津坂下おひな様めぐり
湯川村

雛めぐり
会津美里町

平成30年2月3日〜平成30年3月4日

美里のひなめぐり
福島市飯野町

平成30年2月17日〜平成30年3月4日

第11回飯野つるし雛まつり〜つるし雛で心を繋ぎ元気発信〜
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福島県 ひなめぐりマップ

福島市飯坂町

平成30年2月22日〜平成30年3月5日
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21
13

検索

旧堀切邸つるし雛かざり
福島市佐倉下

平成30年1月28日〜平成30年2月4日

ひと足早いつるし雛・つるし飾り
二本松市

12

平成30年2月10日〜平成30年4月8日

竹田のつるし飾り雛めぐり
川俣町

ひな人形展
須賀川市

13

平成30年2月16日〜平成30年3月4日

14

平成30年2月24日〜平成30年3月10日

第14回すかがわ商店街「雛（ひゝな）の笑顔に会えるまち」
田村市船引町

第7回栄町つるし雛まつり
田村市船引町

平成30年2月17日〜平成30年3月11日

第7回はなもも会つるし雛飾り展
田村市常葉町

平成30年2月24日〜平成30年3月10日

ときわ木の会つるし雛まつり

17

田村市都路町

平成30年2月24日〜平成30年3月10日

みやびなの会つるし雛飾り展
田村市大越町

18

平成30年3月3日〜平成30年3月7日
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平成30年2月24日〜平成30年3月10日

20

平成30年2月10日〜平成30年3月18日

下大越一針の会つるし雛飾り展
田村市滝根町

星の村ふれあい館つるし雛飾り展
平田村

つるしびなコンクール
三春町
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平成30年2月14日〜平成30年3月31日

22

平成30年2月3日〜平成30年2月25日
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郷土人形館・歴史民俗資料館のひなまつり
小野町飯豊

第9回つるし雛飾りなごみ展
小野町小野新町

平成30年2月10日〜平成30年2月19日

パッチワークとつるし雛飾り展
小野町小野新町

平成30年2月10日〜平成30年2月25日

つるし雛飾りと手仕事7人展
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福島県では「歩いて暮らせるまちづくり」
の取組を推進しています！
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こちらの情報はホームページでもご覧になれます。

平成30年2月20日〜平成30年3月5日
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小野町小野新町

平成30年2月10日〜平成30年2月14日

村上康子と仲間たちの作品展
相馬市

26

平成30年2月18日〜平成30年3月3日

27

平成30年3月3日〜平成30年3月13日

28

平成30年3月1日〜平成30年3月11日
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第9回ひなめぐり
南相馬市原町区

銘醸館つるし雛飾り
楢葉町

楢葉町和布細工教室ほのぼの展示会
いわき市

平成30年2月3日〜平成30年2月5日

いわき市中之作つるし雛飾りまつり

スタンプラリー開催情報
「ぐるっと会津のひなめぐり」スタンプラリー
2
7 で開催します。
会津地方 6か所（●〜●）

田村市つるし雛めぐりスタンプラリー
14
19 で開催します。
田村市内 6か所（●〜●）

おのまちこまちひなめぐり
22
25 で開催します。
小野町内 4か所（●〜●）

福島県内
「ひなめぐり」

7

〈会
〈主

詳 細 一 覧
1

会津まちなかひなめぐり
会津若松市七日町／平成30年2月20日〜平成30年3月2日
〈会 場〉
アイバッセ＆七日町通り参加店舗
〈主 催〉株式会社まちづくり会津
〈問合せ〉0242-38-2822

あねさまたちのひなまつり
会津若松市大町／平成30年2月3日〜平成30年3月4日
〈会
〈主
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会津坂下町／平成30年2月3日〜平成30年3月4日

湯川では、湯川村出身の「男はつらいよ」シリーズ撮影監督として有名
な、高羽哲夫氏と彫刻家佐野文夫氏の遺品が展示されている、湯川たか
ら館、道の駅あいづ湯川・会津坂下において、雛まつりの展示をしており
ます。雛めぐりでお越しの際には、ぜひ「男はつらいよ」シリーズの資料館
等もご覧いただければと思います。皆様のお越しをお待ちしています。
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20

場〉かわまたおりもの展示館
催〉川俣町
〈問合せ〉024-565-4889

〈会
〈主

場〉
船引駅前商店街（メイン会場／田村地域デザインセンター）
催〉
船引まちづくり協議会〈問合せ〉0247-82-6110

おしどり600個の華麗なつるし飾りや今年の干支にちなん
だ戌のつるし雛を展示しています。

平田村／平成30年2月10日〜平成30年3月18日
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郷土人形館・歴史民俗資料館のひなまつり
三春町／平成30年2月14日〜平成30年3月31日
〈会 場〉三春郷土人形館・三春町歴史民俗資料館
〈主 催〉三春町歴史民俗資料館
〈問合せ〉0247-62-5263
郷土人形館は本年入館無料となっています。
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場〉
こまち交流館
催〉小野雛の会

〈問合せ〉024-955-3491

第9回ひなめぐり
相馬市／平成30年2月18日〜平成30年3月3日
〈会
〈主

場〉市内加盟店・相馬市民会館
催〉相馬商工会議所
〈問合せ〉0244-36-3171

街のあちこちでおひなさまがお迎えします。2月25日には市
民会館にて箏の演奏会やお茶会などが開催されます。
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銘醸館つるし雛飾り
南相馬市原町区／平成30年3月3日〜平成30年3月13日
〈会
〈主

場〉野馬追通り銘醸館一番蔵
催〉野馬追通り銘醸館 〈問合せ〉0244-26-8040

蔵のギャラリーにて、手作りのつるし雛やタペストリー、昭和
初期の七段飾りが皆様をお出迎え致します。
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楢葉町和布細工教室ほのぼの展示会
楢葉町／平成30年3月1日〜平成30年3月11日
〈会 場〉まなび館
〈主 催〉楢葉町和布細工教室ほのぼの
〈問合せ〉0240-25-5330

お客様の投票で最優秀賞、優秀賞、佳作などを決定します。ご応募いただいたお客様
の中から、抽選で50名様に道の駅ひらた商品券やお食事券などが当たる特典付き。

須賀川市／平成30年2月16日〜平成30年3月4日

田村市船引町／平成30年2月24日〜平成30年3月10日

26

つるしびなコンクール
〈会 場〉道の駅ひらた
〈主 催〉芝桜の里道の駅ひらた
〈問合せ〉0247-55-3501

川俣町／平成30年2月10日〜平成30年4月8日

第7回栄町つるし雛まつり

場〉星の村ふれあい館
催〉滝根観光振興公社 〈問合せ〉0247-78-3100

村上康子と仲間たちの作品展

ちりめんを材料に、華やかに色彩豊かに一針一針丁寧に仕上
げたつるし雛をどうぞご覧下さい。

あぶくまの天然水のミネラルたっぷりのお風呂を満喫できます。

開催期間中「スタンプラリー」で商品券が当たります。

湯川村／平成30年2月4日〜平成30年3月3日

星の村ふれあい館つるし雛飾り展

〈問合せ〉024-923-2771

小野町小野新町／平成30年2月10日〜平成30年2月14日
〈会
〈主

場〉大越農村婦人の家
催〉下大越一針の会
〈問合せ〉0247-79-2266

田村市滝根町／平成30年2月24日〜平成30年3月10日
〈会
〈主

〈会 場〉展示店（各商店、博物館等）
〈主 催〉
須賀川商工会議所／雛の笑顔に会えるまち実行委員会
〈問合せ〉0248-76-2124

雛めぐり
場〉
「湯川村たから館」
「道の駅あいづ 湯川・会津坂下」
催〉湯川村商工会
〈問合せ〉0241-27-3957

19

場〉竹田商店街（特別展 大内尚古館）
催〉竹田共栄会婦人部 〈問合せ〉0243-22-5635

第14回すかがわ商店街「雛（ひゝな）の笑顔に会えるまち」

25

〈問合せ〉080-8203-8787

下大越一針の会つるし雛飾り展

場〉
こまち交流館
催〉手仕事7人の会

材料も古い布から現代布まであります。吊し飾りも色とりど
りで種類も多く楽しめます。

素敵なパッチワークや押絵の作品も展示しています。

町内の小学生（4年）、幼稚園・保育園児による繭玉を使った創作ひな人形を展示。

13

場〉
よりあい処「華」
催〉みやびなの会

田村市大越町／平成30年3月3日〜平成30年3月7日
〈会
〈主

ひな人形展
〈会
〈主

第6回会津坂下おひな様めぐり

〈会
〈主

18

二本松市／平成30年2月20日〜平成30年3月5日

大内尚古館において、つるし飾りを集めた特別展を行いま
す。
（特別展は3月10日、11日のみ開催）

愛らしいおひな様との出会いを楽しみながら、春の訪れを感
じてください。

6

竹田のつるし飾り雛めぐり

田村市都路町／平成30年2月24日〜平成30年3月10日

つるし雛飾りと手仕事7人展
小野町小野新町／平成30年2月10日〜平成30年2月25日
〈会
〈主

落ち着いた雰囲気の古民家でランチも楽しめます。
（ランチ営業は月・水・金）

福島市佐倉下／平成30年1月28日〜平成30年2月4日

〈会
〈主

猪苗代町／平成30年2月3日〜平成30年3月4日

〈会 場〉町内商店街他
〈主 催〉会津坂下町商工会サービス業部会
〈問合せ〉0242-83-3139

ひと足早いつるし雛・つるし飾り
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場〉ときわ交流スペースハイリャンセ
催〉ときわ木の会
〈問合せ〉0247-77-2356

みやびなの会つるし雛飾り展
〈会
〈主

〈問合せ〉024-542-8188

つるし雛や雛人形が、旧佐久間邸にひと足早い春を運んできます。

〈会 場〉中央商店街通り
（一部駅前〜役場通り）他
〈主 催〉株式会社まちづくり猪苗代
〈問合せ〉0242-72-1415

5
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場〉ふれあい広場（旧LETS丸長）
催〉サークル布
〈問合せ〉0247-72-4694

一針一針丹精込めた作品です。つるし雛ばかりでなく、パッ
チワーク展も目を見張るものがあります。

つるし雛飾りの展示のほか、手作りの小物、バッグ、一貫張な
ども販売しています。

〈会 場〉旧佐久間邸
〈主 催〉須田美起子と吾妻つるし雛愛好会
〈問合せ〉024-562-4401

猪苗代おひな様めぐり

店舗を巡るスタンプラリーのほか、まちのえきまるしめでは
起上り小法師の絵付け、粘土キャンドル作りが体験できます。

場〉旧堀切邸
催〉飯坂婦人会

ときわ木の会つるし雛まつり

パッチワークとつるし雛飾り展
小野町小野新町／平成30年2月10日〜平成30年2月19日
〈会
〈主

場〉シミズストアふねひきパーク店店内イベントコート
催〉はなもも会
〈問合せ〉0247-82-1130

田村市常葉町／平成30年2月24日〜平成30年3月10日
〈会
〈主

多くの犬張り子たちや春告げ鳥が皆様をお待ちしております。

〈会 場〉
市内各商店街約70店舗／ひなミュージアム（三十八間蔵）
〈主 催〉
蔵のまちなかギャラリー実行委員会（会津喜多方商工会議所内）
〈問合せ〉0241-24-3131

4
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福島市飯坂町／平成30年2月22日〜平成30年3月5日
〈会
〈主

喜多方市／平成30年2月3日〜平成30年3月4日

市内各商店街約70店舗にて代々受け継がれてきた歴史ある
おひな様が皆様をお待ちしております。また、おひな様を一
堂に展示した「ひなミュージアム」
（三十八間蔵）も必見です！

旧堀切邸つるし雛かざり

23

つるし雛と小物の即売会を平成30年2月25日（日）及び平成
30年3月4日（日）の午前11時から午後3時まで行います。

福島市飯野町／平成30年2月17日〜平成30年3月4日

飯野つるし雛まつりマスコットキャラクター名称「ひなぽん」に決定！
「ひなぽん」は、町を元気に、みんなを元気にするつるし雛の妖精です。

場〉
アネッサクラブ会員各店舗
催〉
アネッサクラブ
〈問合せ〉0242-28-0214

第13回「ひなの蔵めぐり」

第11回飯野つるし雛まつり〜つるし雛で心を繋ぎ元気発信〜

第7回はなもも会つるし雛飾り展
田村市船引町／平成30年2月17日〜平成30年3月11日
〈会
〈主

場〉横町門前町通り・天海大僧正通り
催〉会津美里町商工会 〈問合せ〉0242-54-2333

〈会 場〉飯野町商店街通り店舗・公共施設
〈主 催〉飯野つるし雛まつり実行委員会
〈問合せ〉080-2830-6013

6市町村のスタンプをすべて集めた方には、抽選で各地区の
特産品を30名様にプレゼントします。

3
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高田インフォメーションセンターでは会津本郷焼で制作した「ひな人形」と
絵皿を展示しているほか、町内各お店の可愛い「ひな人形」をお楽しみくだ
さい。
『遊布の会』の展示は、高田文殊祭に合わせ2月25日からとなります。

ちくちく倶楽部の皆さん手作りのつるし雛や七日町協力店
のお雛様を愛でながら、大正浪漫の雰囲気漂う七日町通りを
歩いてみませんか。

2

美里のひなめぐり
会津美里町／平成30年2月3日〜平成30年3月4日

町内の他団体が制作した手芸等作品も同時展示します。

29

いわき市中之作つるし雛飾りまつり
いわき市／平成30年2月3日〜平成30年2月5日
〈会 場〉中之作清航館
〈主 催〉ままや NPO法人中之作プロジェクト
〈問合せ〉0246-55-8177
期間中、つるし雛の展示のほかに、地元特産品の販売も行います。

第9回つるし雛飾りなごみ展
小野町飯豊／平成30年2月3日〜平成30年2月25日
〈会 場〉おのタウンコムコム地元館中央広場
〈主 催〉手芸サークルAPなごみ会
〈問合せ〉0247-71-1123
色とりどりのちりめん生地などで作られた花や縁起物などの
飾りで、華やかな雰囲気に包まれ、来場者の心をいやします。

こちらに掲載している情報は編集時点（平成30年1月10日現在）
のものです。
最新の情報を主催者にご確認の上お出かけください。なお、各イベ
ントの詳細につきましては主催者に直接お問い合わせ願います。

