いわき管内イベント情報（平成30年10月～11月分）
いわき地方振興局
No.

1

2

3

開催日

11月までの毎週日曜
日

3月17日（土）
～10月28日（日）

7月12日（木）
～10月14日（日）

イベント名

小名浜マリンブリッジ

一般開放

リアル宝探しイベントin福島

コードF-8

大冒険！ウルトラマンＡＲスタンプラリーinふくしま
2018

開催地区

小名浜

開催場所

小名浜マリンブリッジ

県内全域 県内33エリア

県内全域 県内9コース

26ポイント

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00分～16時00分（※最終入場は15時30分）

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/

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/

4

5

6

7月14日（土）
～平成31年3月3日
（日）

7月21日（土）
～10月31日（水）

7月21日（土）
～11月30日（金）

ふくしま酒蔵めぐりスタンプラリー2018
―道の駅・グルメ・温泉も楽しもう！―

【特別展】フタバスズキリュウのヒミツ展

いわきおでかけスタンプラリー2018

県内全域 県内全域

常磐

いわき市石炭・化石館ほるる

市内全域 市内5エリア、30ポイント

ふくしま酒蔵めぐりスタンプラ
リー運営事務局（(株)ライト・
エージェンシー内）
TEL：024-521-2550

ふくしまの魅力ある酒蔵・地ビール工場・ワイナリーなどのほか、道の駅や温
泉・グルメを巡ってポイントを集めるスタンプラリーを開催しています。
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。

いわき市石炭・化石館ほるる
TEL：0246-42-3155

今から50年前の1968年、当時高校生であった鈴木直氏がいわき市で見つけた
クビナガリュウ化石は、フタバスズキリュウと名付けられ、日本を代表する古生物
として多くの日本人に愛されています。
発見からちょうど50年目にあたる今年は、東京の国立科学博物館が収蔵する貴
重なオリジナル化石の一部を大公開！発見から50年の間に判明した新事実や、化
石発掘にいたるいわきの地質調査・化石発掘の歴史とフタバスズキリュウ発見の物
語の紹介に加え、日本テレビ「ザ！鉄腕DASH！！」で発見されたクビナガリュ
ウ化石も公開します。
http://www.sekitankasekikan.or.jp

いわきおでかけスタンプラリー事
務局
TEL：0246-29-3154

いわきには素敵なところ、美味しいところ、楽しいところがいっぱい！あなたの
まだ知らない「いわきの山、海、まち」へ家族でおでかけしてみませんか？
魅力あふれる「いわきの山、海、まち」を巡って、スタンプを集めて豪華賞品を
GETしよう！
詳細は「いわきスタンプラリー」で検索！
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01270a/iwakistamp2018.html
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8月13日（月）
～12月31日（月）

8

9月22日（土）
～11月18日（日）

9

10

10月5日（金）

10月5日（金）
～10月6日（土）

11 10月6日（土）

12

10月6日（土）
～10月7日（日）

13 10月7日（日）

14 10月8日（月・祝）

ＦＩＴフォトコンテスト

小名浜国際環境芸術祭

第56回いわき湯本温泉

月まつり

川前駅前イルミネーション＆駅前屋台

いわき大交流フェスタ2018

第15回いわき街なかコンサート in TAIRA 2018

國魂神社例祭（どぶろくまつり）

体力測定＆ニュースポーツ体験フェスティバル2018

FIT地域

FIT構想推進協議会事務局
FIT地域
（福島県地域振興課）
（福島・茨城・栃木の県境地域）
TEL：024-521-7118

「FIT地域」とはF(福島）、I（茨城）、T（栃木）の頭文字をとった、３県の県境
地域のことです。
FIT地域は、「自然」・「食」・「文化」などの魅力にあふれています。魅力を
伝える一枚を撮影し、是非コンテストにご応募ください。
入選者にはFIT地域内の旅館・ホテルペア宿泊券などの豪華賞品を贈呈します。
詳細は公式ホームページをご覧ください。
http://www.fit-area.jp/

小名浜

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

地球環境の保全、海洋資源の持続可能な利用をテーマにしたアートイベントで
す。「第11回小名浜国際大漁旗アート展」では、募集した大漁旗デザインの入選
作品を実物大の大漁旗にして屋外に展示します。
また、キッズアート展「封筒魚コンテスト」の作品を展示します。

湯本駅前広場駐車場

いわき湯本温泉月まつり実行委員
会
TEL：0246-42-4322

いわき湯本温泉で鍋を堪能！日本三大古泉で温泉情緒とお祭りを楽しめるイベン
トです。会場ではビールや蕎麦の出店もあります。
○開催時間：18時00分～21時00分
○参加料金：3,000円（焼き肉セット料金込み）

JR川前駅前

JR磐越東線の川前駅前にて、川前の中学生たちが作ったイルミネーション作品
の展示や、屋台村では川前産キジ肉を使用したコロッケ、そば粉を使用した新メ
川前駅前周辺賑わいづくり実行委 ニューなどが味わえます。
員会
【イルミネーション】
TEL：0246-84-2111（川前支 ○開催時間：日没後から4時間程度
所）
【駅前屋台】※荒天時中止
○開催時間：5日（金）16時30分～21時00分
6日（土）14時00分～19時00分

常磐

川前

常磐

平

勿来

平

福島県いわき地方振興局
TEL：0246-24-6253

いわき市において、被災者や地元住民、被災者支援団体等が一堂に会し、食や伝
統文化などを通して交流機会の拡大を図ります。スポーツ体験ではパラスポーツ体
験やオリンピアン・パラリンピアンによるトークショーも開催します。
また、いわき市や双葉郡の伝統芸能を披露するステージイベントや、いわきの
味・双葉地域の味を楽しめる15店舗以上の飲食ブースが出店します。
○開催時間：10時00分～15時00分
※JR湯本駅から会場への無料巡回バス（9時30分～15時15分、約30分間隔）
を運行します。

JRいわき駅周辺12会場

いわき街なかコンサート実行委員
会
TEL：0246-47-0130

いわき市並びに市外や県外など全国からプロ・アマ問わず募ったミュージシャン
が平の街なかに集結し、街をステージにあらゆるジャンルの音楽をライブ演奏しま
す。音楽、ダンス、太鼓、よさこい、パフォーマーなど300組、2,000人が参加
して、演奏やパフォーマンスを繰り広げます。
今年は15周年の節目であり、10月6日9時00分～式典を行い、街なかをパレー
ドが練り歩きます。
○参加無料

國魂神社

國魂神社
TEL：0246-65-2384

宮司自ら仕込んだどぶろくの酒粕を使う「粕つかみ神事」や神輿渡御、浦安舞・
長持の奉納、太鼓演奏などが執り行われます。
○開催時間：10時00分～

いわき市文化スポーツ室スポーツ
振興課
TEL：0246-22-7553

身近なスポーツに親しみ健康な心身を培い、健康の保持増進とスポーツの振興を
図るとともに、体力測定を実施することにより自分の体力年齢を正しく把握するこ
とで健康増進に活かしていくことを目的に開催します。
ローリング、クロリティー、スカットボールなどのニュースポーツ体験や体力測
定を行います。いわき市在住の方であればどなたでも参加できますので、運動ので
きる服装（屋内シューズ要）でご参加ください。
○開催時間：10時00分～15時00分

21世紀の森公園
屋内多目的広場
（いわきグリーンベース）

いわき市立平体育館

洋ラン、万年青（おもと）の展示会、寄せ植えやフラワーボトルなど、19種類
の体験教室、ハンドメイド雑貨市、ふわふわ遊具コーナーなど、楽しいイベントが
満載です！
○開催時間：10時00分～16時00分
○入場無料
※フェスティバル当日は、各臨時駐車場（平第二小、平第四小、平第六小）＆いわ
き駅北口からシャトルバスが発着送迎します。9：00～16：00まで、約20分間
隔で運行します。
（同時開催：Iwaki Laiki Day！2018、魅惑の果実DAY）
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10月13日（土）
～10月14日（日）

オータムフェスティバル

平

いわき市フラワーセンター

いわき市フラワーセンター
TEL：0246-22-5667
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10月13日（土）
～10月14日（日）

Mahalo Laiki Day！2018

平

いわき市フラワーセンター

「Iwaki Laiki」戦略ブランド化推
いわき産コシヒカリ「Iwaki Laiki」を活用した、米や米粉の6次化商品を発信す
進本部
るイベントを開催します。
TEL：0246-22-1147
（同時開催：オータムフェスティバル、魅惑の果実DAY）

17 10月14日（日）

10月20日（土）
～21日（日）
18
（応募締切：10月6
日）

海あるき町あるき

ナイトプログラム

江名の町再発見

大人のナイトツアー

19 10月21日（日）

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「手打ちうどん」

10月29日（月）
20
～11月18日（日）

世界水族館会議タイアップ企画
猪苗代湖・裏磐梯湖沼写真展

21 11月3日（土）

フラのまちフェスティバル

22

11月3日（土）
～11月11日（日）

国宝白水阿弥陀堂夜間特別拝観

江名

小名浜

遠野

小名浜

常磐

内郷

江名の町再生プロジェクト
TEL：0246-55-8551

震災の影響を受けた江名のよさを再発見してもらおうと、地元の有志の皆様がプ
ロジェクトを立ち上げ、平成26年よりイベントを開催しています。江名港とその
周辺地域をメイン会場に旬のサンマ焼き体験、「江名のおばちゃま食堂」の特別出
店、各種団体の芸能等を披露します。
○開催時間：9時00分～15時00分

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

水族館の昼と夜の２回の解説ツアーの他、特別バックヤード見学、餌づくりや餌
やり体験など盛りだくさん。魚の泳ぐ姿を見ながら水槽前で就寝します。１人の参
加でもグループでも大歓迎です。
○開催時間：15時00分～翌8時00分
○事前申し込み必要 【締切】10月6日（土）
○対象：高校生以上（高校生のみでの参加は不可）
○参加費：1人6,000円（別途入館料が必要）
専用の応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S44592097/）からお申
し込み下さい。

いわき市遠野オートキャンプ場

いわき市遠野オートキャンプ場
TEL：0246-74-1031

コシのある手打ちうどんを作ります。
材料・道具は遠野オートキャンプ場で準備いたしますので、試食される方の人数
でお申し込みください。
○開催時間 10時00分～15時00分
○参加費 2,000円
○募集期間 平成30年7月1日（日）～10月14日（日）（定員10名）
定員になり次第締切。

アクアマリンふくしま

猪苗代湖裏磐梯湖沼水環境保全対
策推進協議会
（福島県水・大気環境課内）
TEL：024-521-7258）

世界水族館会議の開催に合わせ、猪苗代湖・裏磐梯湖沼写真展を行います。15
回を超える「猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト」の入賞作品を展示し、その
美しい風景と水環境保全の大切さを紹介します。

JR湯本駅前

いわき市常磐支所
TEL：0246-43-2111

フラ女将の「着物deフラ」のほか、多彩なプログラムの「フラのまちフェス
ティバル」を開催します。
（同時開催：湯の街復興学園祭）

白水阿弥陀堂
TEL：0246-26-7008

期間限定で夜間特別拝観を実施します。国宝の白水阿弥陀堂の中で、住職の講話
を聞くことができます。また、11月３日（土・祝）から11月11日（日）にはラ
イトアップも行われ、境内にある大イチョウや燃えるようなモミジが色鮮やかに浮
かび上がります。
○料金：大人(中学生以上)500円・小人300円

江名港

アクアマリンふくしま

白水阿弥陀堂
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11月6日（火）
～11月11日（日）

24 11月10日（土）

11月10日（土）
25
～11月11日（日）

26 11月11日（日）

27 11月11日（日）

11月17日（土）
28 （応募締切：11月3
日）

29 11月18日（日）

30 11月18日（日）

おなはま竜宮城まつり

小名浜

アクアマリンパーク

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

国内外の水族館関係者を迎え、研究発表などを行う「第10回世界水族館会議」
をアクアマリンふくしまで開催します。これにあわせて、アクアマリンパークでは
「おなはま竜宮城まつり」を開催します。会議参加者だけでなく、どなたでも楽し
めるイベントです。
○第10回世界水族館会議 11月5日（月）～10日（土）
○おなはま竜宮城まつり 11月6日（火）～11月11日（日）

ふくしまキャンペーンクルー大集合！
HAPPYふくしまフェス

小名浜

イオンモールいわき小名浜

HAPPYふくしま隊事務局
TEL：024-935-6143

各地のキャンペーンクルーやPR隊が大集合！ふくしまの花、食、温泉、自然、
祭、歴史、酒の魅力をまるごと堪能できるイベントです。
○開催時間：10時00分～17時00分(予定）

アクアマリンパーク

（一社）いわき観光まちづくり
ビューロー
TEL：0246-44-6545

いわきの「食」を詰め込んだイベントで、海のもの、山のものを広く集め、多く
のブースが出展しイベントを盛り上げます。

川前町振興対策協議会事務局（い
わき市川前支所内）
TEL：0246-84-2111

鹿又川渓谷の美しい紅葉を堪能する約９㎞のウォーキング。お楽しみ抽選会や豚
汁のサービスがあります。
○開催時間：9時30分～13時00分
○集合場所：川前公民館
○参加料：500円
○定員：100名
○募集期間：平成30年10月22日～11月5日（定員になり次第締切）

福島県消費生活課
TEL：024-521-7180

放射能や食の安全性について正確な知識を得ていただくことを目的としたシンポ
ジウムを開催します。ゲストパネリストは藤本美貴さんです。
○開場：13時00分
開演：13時30分
アンケートにお答えいただくと、県産食材のプレゼントがあります。

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

季節によって獲れるいろいろな魚を調理します。魚の種類は当日のお楽しみで
す。いわき魚塾のみなさんが魚の調理方法を教えます。
○開催時間：11時00分～13時30分
○事前申し込み必要 【締切】11月3日（土）
○対象：小学1年～6年生の親子
○参加費：1組1,000円（入館料不要）
専用の応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S44592097/）からお申
し込み下さい。

いわき市川前活性化センター

川前町振興対策協議会事務局（い
わき市川前支所内）
TEL：0246-84-2111

新そば・きじおこわ・天ぷらをセットで川前町の美味しい秋を堪能できます。
○開催時間：10時00分～14時00分
○料金：1,300円
○定員：300名（午前の部150名、午後の部150名）
○募集期間：10月22日（月）～11月12日（月）（定員になり次第締切）

田人ふれあい館

田人ほっこり祭実行委員会
（いわき市田人支所内）
TEL：0246-69-2111

自然豊かな田人の地場産品の販売や新鮮地場野菜の直売、各種体験イベントを行
ないます。軽トラバザール、飲食店、特産市、わくわく乗馬体験、木工スクール、
丸太切り大会など盛りだくさん！
○開催時間：9時00分～14時00分

いわき大物産展

小名浜

かわまえの秋2018
第14回鹿又川渓谷ウォーキング

食の安全・安心アカデミーシンポジウム

キッズプログラム

親子で魚を調理しよう

かわまえの秋2018
第22回新そばまつり

2018田人ほっこり祭

川前

平

小名浜

川前

田人

川前公民館（出発・ゴール）

グランパルティいわき

31 11月18日（日）

11月18日（日）
32 ～11月25日(日）
（予定）

ふくしまおさかなフェスティバルinいわき

たびとグルメラリー

12月1日（土）
33 （応募締切：11月17 キッズプログラム
日）

小名浜

田人

深海生物図鑑を作ろう

小名浜

小名浜魚市場

福島県水産課
TEL：024-521-7376

福島県産水産物のおいしさや安全に向けた取組、産地を支える漁業者や漁業関係
者のがんばりを広く知ってもらうために、県産水産物の販売や振る舞いなど、魚に
関する様々なイベントを開催します。

地区内飲食店

田人ほっこり祭実行委員会
（いわき市田人支所内）
TEL：0246-69-2111

地区内飲食店の自慢料理を食べ歩いていただきます。２店舗以上のスタンプを集
めて応募すると、抽選で賞品が当たります。
※ 昨年までは500円の指定料理のみが対象となっていましたが、今年は「指定
料理なし・通常料金」となります。
※ 実施期間に合わせて、「陶芸教室」の開催もあります。

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

アクアマリンには深海生物がいっぱい！飼育員の解説を聞きながら深海生物を
じっくり観察したり、バックヤードを見学したりした後は、自分だけの深海生物図
鑑を作ります。※デジカメを持参していただきます。
○開催時間：10時00分～12時30分
○事前申し込み必要 【締切】11月17日（土）
○対象：小学１年～６年生
○参加費：1人1,000円（別途入館料が必要）
専用の応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S44592097/）からお申
し込み下さい。

アクアマリンふくしま

○皆様、いわきのイベントにぜひご参加ください！！

