いわき管内イベント情報（平成30年7月～8月分）
いわき地方振興局
No.

1

開催日

11月までの毎週日曜
日

2

3月3日（土）
～9月23日（日）

3

3月17日（土）
～10月28日（日）
※一部エリアは4月
27日（金）から開始

イベント名

小名浜マリンブリッジ

リアル宝探しイベントin福島

6月9日（土）
いわき市立美術館
～7月16日（月･祝）

5

6月16日（土）
～8月7日（水）

6

7

7月7日（土）
7月28日（土）
8月25日（土）

一般開放

コードF-8

追悼特別展

問い合わせ先（電話番号等）

備考

福島県小名浜港湾建設事務所管理
課
TEL：0246-53-7121

平成29年8月から平成30年11月の毎週日曜日（12月31日を除く）、小名浜
マリンブリッジの歩道区間のみを一般開放します。
※開放区間は3号ふ頭から橋の中間部までで、東港へは渡ることはできません。
○時間：9時～16時（※最終入場は15時30分）

県内全域 県内全域
栃木県 栃木県
茨城県 茨城県

フラワースタンプラリー運営事務
局（（株）山川印刷所内）
TEL：024-563-6902

「花」をテーマにした魅力発信を目的に、フラワースタンプラリーを開催しま
す。春と夏の2回の応募チャンスがあり、抽選で県内旅館ホテル宿泊券や特産品な
ど豪華賞品が当たります。
スタンプラリーの冊子は県いわき合同庁舎等、県内各所で配布しています。

県内全域 県内33エリア

福島県観光交流課
TEL：024-521-7398
（土日祝を除く8:30～17:15）

宝の地図を手がかりに、エリアのどこかに隠された宝箱を探すリアル宝探しイベ
ントで、福島県内33エリアで開催されます。宝箱を発見すると抽選で豪華賞品が
当たり、クリアしたエリアが多いほど、当選対象の商品が増えます。
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0245-25-1111

出演作205本すべてから抜粋した、高倉健出演場面の映像の紹介を中心に、高
倉健が所蔵していた脚本やスチール写真、ポスターやプレスシートといった宣伝物
など、貴重な資料類を一堂に展示し、映画俳優・高倉健の足跡をたどり、その魅力
に迫ります。
○観覧料：一般 1,000円／高・高専・大学生 500円／小・中学生 300円

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

期間中、アクアマリンふくしまの館内にゴマフアザラシやナメダンゴ等をモチー
フにした七夕飾り（吹流し）を展示します。

いわきライフセービング実行委員
会
TEL：0246-63-5055

ライフセービング体験プログラムを通じて、水難事故防止や防災教育を学びま
す。7日に前夜祭、8日にレスキューデモンストレーションや水上バイク体験、
サーフィン＆SUP体験、ビーチヨガが行われます。
○開催時間：7日前夜祭 18時～20時
8日 8時30分～14時
○参加費：無料

小名浜

花の王国ふくしまキビタンフラワースタンプラリー
2018

4

7月7日（土）
～7月8日（日）

開催地区

「高倉

健」

アクアマリンの七夕まつり

海フェス2018～ライフセービング体験プログラム～

平成30年度いわき市スタディツアー

平

小名浜

勿来

開催場所

小名浜マリンブリッジ

勿来海水浴場

集合・解散場所:いわき市石炭・化
久之浜／ 石館ほるる、湯本駅前、いわき駅 JTＢ福島支店いわきオフィス
双葉
前
TEL：0246-23-6489
コース:久之浜／双葉地区コース

いわき市では、市内等の被災地と観光地を巡るバスツアーを催行しています。平
成29年４月に避難指示区域の一部が解除された双葉郡富岡町と、地震・津波・火
災・原発事故による全町民避難を経験した久之浜地区を視察するツアーです。
○旅行代金:1人2000円
○事前申し込みが必要 定員:25名（最少催行人員 5名 定員になり次第締切）
○申込方法:指定の申込書で申し込み（FAX、郵送、メール、電話で受付）
○申込締切:旅行日前々日

8

7月12日（木）
～10月14日（日）

大冒険！ウルトラマンＡＲスタンプラリーinふくしま
2018

県内全域 県内9コース

26ポイント

大冒険！ウルトラマンＡＲスタン
プラリーinふくしま事務局
TEL：024-933-2788

福島県内の様々な観光地に設定されたARポイントで、スマートフォンのGPS機
能及びAR(拡張現実)の技術を活用した専用アプリを起動させることで、画面上に
ウルトラヒーローや怪獣が現れます。
出現したウルトラヒーローや怪獣の写真撮影がスタンプ機能を兼ており、福島県
の観光地を巡りながらヒーローや怪獣と一緒に記念写真を撮るデジタルスタンプ集
めイベントを楽しむことが出来ます。
今年は、新ヒーローのウルトラマンロッソ&ブルも登場！さらにコースを一新
し、福島県内の全9コース26ポイントで展開します。1コース達成ごとにオリジナ
ルステッカーがもらえるほか、2コース達成ごと（2，4，6コース）にオリジナル
特典画像が全6種、9コース達成でデジタル認定証がプレゼントされます。
また、アプリのダウンロード特典としてオリジナルの特典画像が3種ゲットでき
るなど、いつでもどこでもARスタンプの楽しさを体験いただくことができます。
公式サイト：http://ultrafukushima.com/

9

7月14日（土）
～7月15日（日）
7月22日（日）
7月28日(土）
～7月29日（日）
8月5日（日）

アクアマリンカフェ～飼育の達人と語ろう～

7月14日（土）
～7月16日（月･祝）
アクアマリンふくしま
10 8月4日（土）
開館時間延長
8月11日（土）
～8月15日（水）

11

7月14日（土）
～8月16日（木）

海水浴（海開きイベント）

12

7月14日（土）
～8月19日（日）

アクアマリンウォークラリー

13

7月14日（土）
8月4日（土）

平成30年度いわき市スタディツアー

小名浜

小名浜

四倉
平
勿来

小名浜

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

各日異なるテーマで飼育職員が生き物やアクアマリンの展示についてお話しま
す。秘蔵映像や標本などの公開も予定しています。
○場所：1階ホワイエ
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

○7月14日～16日は、9時～19時まで営業します。
○8月4日のいわき花火大会開催日は花火大会終了予定時刻の21時まで営業しま
す。
○8月11日～15日は9時～20時まで営業します。
※通常の営業時間は9時～17時30分です。最終入館時間は閉館の1時間前まで。

四倉海水浴場
薄磯海水浴場
勿来海水浴場

いわき市観光事業課
TEL：0246-22-7480

夏はいわきで海水浴！海開き式典は、7月1４日（土）に四倉海水浴場をメイン
会場として開催されます。
また海水浴期間中、各会場では宝探し（土日開催）も楽しめます。
JR四ツ倉駅を起点とした海水浴場開設期間中の無料シャトルバスを運行しま
す。ご利用ください。

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

館内各所で各コーナーにちなんだアクアマリンふくしまならではのクイズを出題
します。

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま

集合・解散場所:いわき市石炭・化
石館ほるる、湯本駅前、いわき駅
内郷／久
JTＢ福島支店いわきオフィス
前
之浜
TEL：0246-23-6489
コース:常磐炭礦の歴史／久之浜
コース

いわき市では、市内等の被災地と観光地を巡るバスツアーを催行しています。高
度成長期の礎となった常磐炭礦関連施設と、地震・津波・火災・原発事故による全
町民避難を経験した久之浜地区を視察し、東日本大震災による被害や、原発事故の
影響による風評被害等について学べるツアーです。
○旅行代金:1人2000円
○事前申し込みが必要 定員:25名（最少催行人員 5名 定員になり次第締切）
○申込方法:指定の申込書で申し込み（FAX、郵送、メール、電話で受付）
○申込締切:旅行日前々日

14 7月21日（土）

15 7月21日（土）

16 7月21日（土）

17

７月21日（土）
８月18日（土）

7月21日（土）
18
8月18日（土）

19 7月22日（日）

20 7月22日（日）

夏の親子自然探訪会

アクアマリンふくしま
キッズプログラム
「川の生き物をしらべよう」

ポートクリーン＆ビーチ体操withいわきFC（仮）

平成30年度いわき市スタディツアー

フラのまちオンステージ2018～フラ女将と仲間たち
～

アクアマリンふくしま
キッズプログラム
「蛭田（びんだ）川生物調査」

小玉ダム体験ツアー

常磐

小名浜

いわき市林業研修センター湯の岳 いわき市環境企画課
山荘
TEL：0246-22-7441

夏の湯の岳を散策しながら、ガイドの話を聞いたり、生き物を観察したりして、
自然とふれあうイベントです。
○時間：9時～12時
○申込締切：平成30年7月17日（火）
○対象者：小学生以上の子供と保護者
○定員：30名
○参加費：無料

アクアマリンふくしま
命の教育グループ
TEL：0246-73-2539

蛭田川の上流と下流の生物調査をします。どんな生き物がどれくらいいるのかを
調べて記録します。外来種や絶滅危惧種など、身近な環境について学びます。
○時間：9時～13時
○申込締切：平成30年7月8日（日）
○対象者：小学4年生～中学生の親子（親1名、子1名）
○定員：15組（最小催行人数：5組）
○参加費：1組1000円（入館料不要）
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs-category/kids-programs/

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

港の清掃活動を行った後、蛇の目ビーチでいわきFCの選手と一緒に体を動かし
て遊びます。
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/

アクアマリンふくしま

小名浜

アクアマリンふくしま

小名浜

集合・解散場所:いわき市石炭・化
石館ほるる、湯本駅前、いわき駅
JTＢ福島支店いわきオフィス
前
TEL：0246-23-6489
コース:いわきの漁業／小浜・岩間
コース

常磐

小名浜

小川

鶴のあし湯広場

アクアマリンふくしま

小玉ダム

いわき市では、市内等の被災地と観光地を巡るバスツアーを催行しています。水
産物の検査状況や漁業の現状を視察し、食物の安全性を確保するための仕組みを学
べるツアーです。
○旅行代金:1人2000円
○事前申し込みが必要 定員:25名（最少催行人員 5名 定員になり次第締切）
○申込方法:指定の申込書で申し込み（FAX、郵送、メール、電話で受付）
○申込締切:旅行日前々日

「フラのまち宣言」推進委員会事
務局（いわき市常磐支所市民課）
TEL：0246-43-2111

フラのまち「いわき湯本温泉」ならではの女将による「着物deフラ」を鶴のあ
し湯広場にて披露します。（小雨決行）
○開催時間：17時～20時30分
（フラ女将 20時15分～）

アクアマリンふくしま
命の教育グループ
TEL：0246-73-2539

蛭田川の上流と下流の生物調査をします。どんな生き物がどれくらいいるのかを
調べて記録します。外来種や絶滅危惧種など、身近な環境について学びます。
○時間：9時～15時
○申込締切：平成30年7月8日（日）
○対象者：小学4年生～中学生の親子（親1名、子1名）
○定員：15組（最小催行人数：5組）
○参加費：1組1000円（入館料不要）
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs-category/kids-programs/

福島県いわき建設事務所管理課
TEL：0246-24-6121

普段は見られないダムの内部を紹介したり、ボートに乗って貯水池巡視が体験で
きます。
○スタンプラリーやペーパークラフト製作などのイベント（先着順）、ダムカード
配布も行います。
○開催時間：9時～15時
○参加料：無料

21 ７月23日（月）

22 7月28日（土）

7月28日（土）
23 雨天の場合は７月29
日（日）

24

7月28日（土）
～7月29日（日）

25 8月2日（木）

26 8月3日（金）

平成30年度いわき市スタディツアー【特別編】

なこそ夏まつり
（第36回いわきおどり勿来大会、第22回なこそ鮫川
花火大会、サンバパレード）

四倉ねぶたといわきおどりの夕べ
（いわきおどり四倉大会）

おなはま海遊祭

金魚つかみどり大会

やっぺおどり大会

集合・解散場所:いわき市石炭・化
石館ほるる、湯本駅前、いわき駅
薄磯／小
JTＢ福島支店いわきオフィス
前
名浜
TEL：0246-23-6489
コース:薄磯地区／日産自動車工場
見学コース

勿来

四倉

小名浜

常磐

常磐

いわき市では、市内等の被災地と観光地を巡るバスツアーを催行しています。薄
磯地区の復興状況や震災後２か月で工場を再開した日産自動車いわき工場を視察す
るツアーです。
○旅行代金:1人2000円
○事前申し込みが必要 定員:25名（最少催行人員 5名 定員になり次第締切）
○申込方法:指定の申込書で申し込み（FAX、郵送、メール、電話で受付）
○申込締切:旅行日前々日

植田パティオ通り/鮫川河川敷

なこそ夏まつり実行委員会
TEL：0246-63-6521

サンバチーム「G.R.E.Sバルバロス」が出演するサンバパレード、「どんわっ
せ」のかけ声とともに約500メートルを踊り流すいわきおとり勿来大会、なこそ
鮫川花火大会では、アニバーサリー花火や連続花火等が夜空を彩ります。
○開催時間、開催場所
サンバパレード
17時10分～17時50分
植田パティオ通り
第36回いわきおどり勿来大会
18時～19時30分
植田パティオ通り
第22回なこそ鮫川花火大会
20時～21時
鮫川河川敷

四倉築港
〜四ツ倉駅前広場

四倉夏まつり実行委員会
（四倉町商工会内）
TEL：0246-32-2900

色鮮やかな「四倉ねぶた」が町内を練り歩き、各チームが「どんわっせ！」のか
け声とともに「いわきおどり」で元気に踊り流します。
○開催時間：17時30分～21時
ねぶた
19時～21時
おどり
18時30分～20時30分

いわき花火大会実行委員会
TEL：0246-53-5677

小名浜の夏を感じることのできる参加型の夏のイベントです。
海上では、キッズボートやジェットスキー・バナナボート・クルーザーなどの体
験乗船、アクロバットジェットスキーのデモンストレーション等が行われます。
陸上では、ステージショーや子供の広場・フリーマーケット・物産展等が行われ
ます。
○開催時間：10時～16時

いわき湯本温泉観光協会
TEL：0246-42-4322

湯本駅ブロンズ通りに設置した特設プールに金魚を放流し、つかみ取りを行いま
す。
○開催時間：18時～20時
○参加対象：幼児～小学生
○参加費：無料
※濡れても良い服装とタオル、着替えをお持ちください。

いわき湯本温泉観光協会
TEL：0246-42-4322

「やっぺ、やっぺ、やっぺな～」というかけ声とともに、湯本街一円を躍動的に
踊り流します。「やっぺ」とはいわきの方言で「やろう！」「やりましょう」とい
う意味を表し、行動のスタートを意味します。
○開催時間：19時～21時
※18時から宮本米店前で縁日広場が催されます。

アクアマリンパーク（小名浜港
1,2号ふ頭）周辺及び海域

湯本駅前
ブロンズ通り特設プール

成田山下～一番町通り

第65回いわき花火大会の前夜祭として開催され、小名浜のまちなかがいわきお
どりで活気に溢れます。幼稚園児の部よりスタートし、いわきどんとやれと小名浜
高校生徒による和太鼓「武城太鼓」の披露や開会式、第3部ではサンバ調いわきお
どりが披露されます。
○開催時間：開会式 18時15分～
おどり開始 18時30分～20時45分

いわき花火大会実行委員会
TEL：0246-53-5677

「港に咲く、百花繚乱」をテーマに開催され、音楽と花火をシンクロさせた創作
スターマインをはじめとした花火が約12,000発打ち上げられます。
○開催時間：19時～20時

27 8月3日（金）

いわきおどり小名浜大会

小名浜

県道26号小名浜・平線（通称；鹿
島街道）小名浜支所交差点～県道 いわき花火大会実行委員会
156号線イオンモールいわき小名 TEL：0246-53-5677
浜の八軒道路交差点間

28 8月4日（土）

第65回いわき花火大会

小名浜

小名浜港アクアマリンパーク

29

8月6日（月）
～8月8日（水）

30 8月8日（水）

31

32

8月9日（木）
～8月29日（水）

8月11日（土）
～8月15日（水）

平七夕まつり

第37回いわきおどり

伝えたい！福来う（ふっこう）いわきの魅力写真展

アクアマリンふくしま
金魚まつり＆夜店

8月13日（月）
33
～8月15日（水）

第64回いわき回転やぐら盆踊り大会

34 8月14日（火）

いわき・ら・ら・ミュウ「郷土芸能じゃんがら念仏踊
り」

35 8月16日（木）

四倉鎮魂・復興花火大会

36 ８月17日（金）

37 8月18日（土）

いわき湯本温泉大仮装盆踊り&花火大会

第8回ら・ら・ミュウ盆踊り

38

8月18日（土）
～8月19日（日）

アクアマリンふくしま
伝統野菜マルシェ

39

8月18日（土）
～8月19日（日）

いわき市石炭・化石館ほるる
「ミュージアム・ナイト2018」

平

平

小名浜

小名浜

内郷

小名浜

四倉

常磐

小名浜

小名浜

常磐

平商店街

平七夕まつり実行委員会（いわき
商工会議所内）
TEL：0246-25-9151

商店街の皆さんが創り上げる伝統ある美しい七夕飾りが街を彩り、出展やイベン
トで賑わいます。
○開催時間：10時～21時30分（8日のみ21時まで）

いわき駅前大通り

いわきおどり実行委員会
((一社)いわき観光まちづくり
ビューロー内）
TEL：0246-44-6545

市制施行15周年を記念して制定された市民共通のおどりです。いわき駅前大通
りを「どんわっせ」の掛け声と共に踊り流します。
○開催時間：16時25分～20時40分

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき建設事務所企画調査課
TEL：0246-24-6143

防災緑地・防潮水門等も整備され復旧の完了を間近に迎える津波被災地の今、さ
らには魅力あふれるいわきの創生を担う新たな道路整備の状況や効果を伝える写真
展を行います。

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

11日、12日は金魚のアクアマリンふくしまで育てた即売会を開催します。11
日～15日は金魚すくいやヨーヨー釣りなどの夜店が楽しめます。
○時間：金魚即売会 10時～15時
金魚すくい・夜店 16時～18時30分
※入館料の他に、即売会は金魚の購入費、夜店は参加費が別途必要です。

JR内郷駅前広場

いわき回転櫓盆踊実行委員会
（内郷商工会内）
TEL：0246-26-1256

「東京2020参画プログラム」認定を受け、新たな振り付けも完成しました。
○開催時間 前夜祭 13日(月)13時～21時
本祭
14日(火)17時30分～21時
15日(水)17時30分～21時

親水テラス

いわき・ら・ら・ミュウ
TEL：0246-92-3701

いわき市の新盆の伝統行事である「じゃんがら念仏踊」。無形民俗文化財に指定
されている郷土芸能が披露されます。

四倉海岸

四倉鎮魂・復興花火大会実行委員
会、四倉区長会
TEL：090-8254-5291

大震災の犠牲者への鎮魂と、早期復興を祈願した花火大会です。
○開催時間： 18時～21時
花火
19時30分～20時45分

温泉通り（松柏館～童謡館）

いわき湯本温泉旅館協同組合
TEL：0246-43-3017

平成24年に20年ぶりに復活した仮装盆踊りでは参加者が仮装し、盆踊りに参加
します。また、花火の打ち上げや湯本温泉の女将達による「湯の華会」がじゃんが
ら念仏踊りを披露します。
○開催時間：19時～21時

いわき・ら・ら・ミュウ
TEL：0246-92-3701

夏の風物詩である盆踊りを太平洋の海をバックに楽しめる「ら・ら・ミュウ盆踊
り」。どなたでも気軽に参加でき、盆踊りコンテストやゆかたコンテストが催され
ます。
参加者にはユニークな賞をたくさんご用意しています。第１部ではよさこいも披
露され、海辺の盆踊りをお楽しみいただけます。
○開催時間：17時30分～

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

夏祭りの様な雰囲気で夏野菜を中心とした伝統野菜、地元の野菜及び加工品を販
売します。
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/

いわき市石炭・化石館ほるる

いわき市石炭・化石館ほるる
TEL：0246-42-3155

毎年恒例の「ミュージアム・ナイト」。懐中電灯の灯りを頼りに暗闇の館内を冒
険する「暗闇のミュージアムを冒険だ！！」が催されます。
なお、両日共に午後5時30分から観覧料が無料となります。

いわき・ら・ら・ミュウ
西側広場

40 ８月20日（月）

41

夏井川流灯花火大会

アクアマリンふくしま
8月20日（月）14時
ナイトプログラム
～8月21日（火）9時
「解剖する・食べる・作る

平

小名浜
サメづくし（宿泊）」

流灯：平神橋下
花火：夏井川河川敷

アクアマリンふくしま

夏井川流灯花火大会実行委員会
TEL：090-4554-6123

夏井川で水難事故や工事などで亡くなった人の霊を供養するため、約5,000個
の灯篭流しや川施餓鬼供養じゃんがら念仏踊が披露されます。100周年を迎える
今回は、約6,000発の花火が華を添えます。
○開催時間：18時～20時30分
流灯 18時40分～20時30分
花火 19時45分～20時30分

アクアマリンふくしま
命の教育グループ
TEL：0246-73-2539

サメを解剖して体のつくりを観察したり、サメの歯の標本やアクセサリーづくり
を行います。サメの身は美味しく唐揚げにして食べるなど、サメづくしのプログラ
ムです。
（サメの解剖を行いますので、血やにおいが苦手な方はご遠慮ください。）
夜は「潮目の大水槽」前に宿泊します。
○申込締切：平成30年8月6日（月）
○対象者：小学5年生～中学生
○定員：30名（最小催行人数：10名）
○参加費：1名4000円（別途入館料が必要）
○詳細については公式ホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs-category/night-programs/

○皆様、いわきのイベントにぜひご参加ください！！

