いわき管内イベント情報（平成30年11月～12月分）
いわき地方振興局
No.

開催日

イベント名

1

11月までの毎週日曜
日

小名浜マリンブリッジ

2

7月14日（土）
～平成31年3月3日
（日）

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！―

3

7月21日（土）
～11月30日（金）

一般開放

いわきおでかけスタンプラリー2018

4

8月13日（月）
～12月31日（月）

5

9月22日（土）
～12月9日（日）

小名浜国際環境芸術祭

6

10月29日（月）
～11月18日（日）

世界水族館会議タイアップ企画
猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトイラストコンテスト写真
展

7

11月1日（木）
～11月20日（火）

8

11月1日（木）
よしまジャンボ店＆お店屋さんによるコンビネーショ
～平成31年1月31日
ン・スタンプラリー
（木）

ＦＩＴフォトコンテスト

伝えたい！福来う（ふっこう）いわきの魅力写真展

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 県内全域

市内全域 市内5エリア、30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）

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おります。

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

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、是非コンテストに御応募ください。
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。

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
回までの「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。

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
小名浜港湾建設事務所企画調査課
TEL：0246-53-7126

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世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。

小名浜

小名浜

好間

よしまジャンボ店好間町商工会連 好間町商工会
合会加盟店
TEL：0246-36-3133

よしまジャンボメニュー店と好間町商工会連合会で買い物や食事をしていただ
き、スタンプを集めて応募すると豪華景品が当たります。
スタンプラリーの台紙は参加店、好間町商工会で配布しております。
○応募締切：平成31年2月1日（金）（当日消印有効）

9

11月3日（土・祝）

10 11月3日（土・祝）

11 11月3日（土・祝）

12 11月3日（土・祝）

13

14

15

11月3日（土・祝）
～11月4日（日）

11月3日（土・祝）
～11月4日（日）

11月3日（土・祝）
～11月11日（日）

田人おふくろの宿

宿まつり

いわき湯本温泉 フラのまちフェスティバル
フラ女将と仲間たち 拡大版

第17回湯の街復興学園祭

2018塩屋埼灯台ふれあいデー

いわき野菜マルシェ

ふくしま健康長寿フェスティバル2018inいわき

国宝白水阿弥陀堂夜間特別拝観

田人

常磐

小名浜

薄磯

小名浜

平

内郷

田人おふくろの宿

田人おふくろの宿
TEL：0246-68-3321

豊かな自然に囲まれた田人おふくろの宿で毎年恒例となっているお祭りです。き
のこ汁・焼き鳥・フランクフルト・あんころ餅がセットの「お楽しみ食事」や、冬
にうれしい家電製品が当たる「福引抽選会」のほか、フラダンスショーや地元特産
品の販売などを行います。
○開催時間：11時00分～14時30分（雨天決行）
○お楽しみ食事
前売り券⇒大人（中学生以上）1,000円 子供（小学生以下）500円
当日券 ⇒大人（中学生以上）1,500円 子供（小学生以下）700円
※受付時間：10時00分～12時00分
○福引抽選会 14時00分～

JR湯本駅前一番町商店街

「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。
○開催時間：9時40分～17時30分
（同時開催：第17回湯の街復興学園祭）
○詳しくはFacebook「湯の街復興学園祭」で検索ください。

湯の街復興学園祭実行委員会（い
わき湯本温泉旅館協同組合内）
TEL：0246-43-3017

湯本の街なかを明るく元気に盛り上げようと平成14年より行われている湯の街
学園祭。学生による合唱や吹奏楽を披露する「湯の街音楽祭」や小学生を対象とし
た一日店長体験、体験型ウォークイベント「いわき湯本温泉歩き愛（め）です」な
どを予定しています。
○開催時間：9時40分～17時30分
（同時開催：いわき湯本温泉 フラのまちフェスティバル）
○詳しくはFacebook「湯の街復興学園祭」で検索ください。

福島海上保安部交通課
TEL：0246-54-3450

明治元年に国内で灯台事業が開始されてから本年が150年の節目であることに
因み、秋の風を感じ、太平洋を眺めながら、いわきのシンボル塩屋埼灯台をはじめ
広く灯台に親しんでいただくイベントを行います。
塩屋埼灯台オリジナルカードの配布（先着150名）や灯台なんでもコーナーの
開設、普段は入れない灯台上部のレンズ室でのレンズ磨きなどを体験できます。
○開催時間：10時00分～15時00分（小雨決行）

アクアマリンパーク

いわき市農林水産部農業振興課
TEL：0246-22-7471

トマト、とっくり芋、ねぎ、イチジクなどいわき産農産物や特産物、加工品など
の販売が行われるほか、いわき産農産物を使った料理が並びます。
ステージではアグリンファイブと一緒にいわき産農産物の魅力を再発見する「や
さいの学校」やクイズ大会などが行われます。
○開催時間：10時00分～16時00分
○詳しくは、Facebook「いわき野菜マルシェ」で検索ください。

いわき市文化センター
平中央公園 ほか

「目指せ！ふくしま健康長寿フェ
スティバル2018inいわき」運営
事務局（株式会社エクシードコネ
クト内）
TEL：024-953-3244
（平日10時～17時）

いわき市内各地を会場に、参加型・体験型の健康イベントが開催されます。よし
もとコメディアンショー、シンポジウム、ステージイベント、グルメ・体験コー
ナーや街なかスポーツイベントなど、「健康」を身近に感じられる楽しい企画が盛
りだくさん！皆さん、ぜひお越しください♪
○開催時間：10時00分～16時00分
○詳しくは、公式ホームページをご覧ください。
https://kenkochoju-iwaki.com/

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。会期中は住職の講話を拝聴でき、ライト
アップされた阿弥陀如来像を拝観できます。
また境内の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。
○拝観時間：17時30分～20時30分（最終受付：20時00分）
住職講話：18時00分～18時40分
○料金：大人(中学生以上)500円・小人300円
※臨時のシャトルバスがJR湯本駅から無料で運行します（土日のみ）

いわき湯本温泉周辺

塩屋埼灯台

白水阿弥陀堂

16

11月3日（土・祝）
～12月9日（日）

17 11月4日（日）

18

11月6日（火）
～11月11日（日）

峰丘展

第21回

平

三和の里フェスティバル

おなはま竜宮城まつり

19 11月10日（土）

大熊町ふるさとまつりinいわき

20 11月10日（土）

ふくしまキャンペーンクルー大集合！
HAPPYふくしまフェス

21

11月10日（土）
～11月11日（日）

22 11月11日（日）

23 11月11日（日）

いわきサンシャインフェスタ2018

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

三和

小名浜

好間

小名浜

小名浜

川前

平

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0246-25-1111

東南アジアや中欧各地で滞在指導制作を行いつつ個展を開催し、絵画に止まらず
立体や陶磁器も手掛けるなど、峰丘のユニークで幅広い活動の全貌を、初期から最
新作まで紹介する初の門閣的な回顧展です。
○開館時間：9時30分～17時00分（展示室への入場は閉館30分前まで）
※月曜日は休館日
○観覧料：一般 700円（560円）
高・高専・大生 300円（240円）
小・中生 200円（160円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金

いわき市地域交流センター
三和ふれあい館

三和の里フェスティバル実行委員
会
TEL：0246-86-2111

地元産品や新鮮野菜の販売、かかしの展示、交通安全・消防の啓発、各種アトラ
クション等を予定しています。
○開催時間：9時00分～14時00分
○詳しくは三和町商工会HPをご覧ください。
http://miwawa.jp/log/eid570.shtml

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。竜宮城をイメージした会場では、伝統芸
能のステージや物産展など様々なイベントを日替わりで開催します。
○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）

大熊町役場いわき出張所となり
（いわき市好間工業団地内）

大熊町観光協会
TEL：0246-85-5103

盛りだくさんのステージイベントのほか、会場を舞台にした「おおくま再発見ス
タンプラリー」や豪華景品が当たる大抽選会、面白い出来事や感動したエピソー
ド、未来に残したい思いなどを題材にした大熊町川柳コンテストを開催します。ま
た、ロボット操作や簡単工作などが体験できる親子向けのブースを福島高専さんが
初出展、その他多数の出店が並びます。皆さんのお越しをお待ちしております♪
○開催時間：10時00分～15時00分

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～18時00分

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

いわきの海・山の「食」を詰め込んだ多くのブースが出展する「いわき大物産
展」や匠の技が見学・体験できる「いわき技連・匠の技コーナー」、さらには華や
かなステージイベントも開催され、アクアマリンパーク全体で一日中楽しむことの
できるイベント。いわきの美味しさを味わい、伝統芸能に触れて、思いっきり楽し
めます！

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：12時30分
開演：13時00分
アンケートにお答えいただくと、県産品のプレゼントがあります。

アクアマリンパーク

川前公民館（出発・ゴール）

グランパルティいわき

11月17日（土）
24 （応募締切：11月3
日）

25 11月18日（日）

26 11月18日（日）

キッズプログラム

親子で魚を調理しよう

2018田人ほっこり祭

ふくしまおさかなフェスティバルinいわき

27

11月18日（日）
～11月25日(日）

28

11月23日（金・祝）
「おいしい ふくしま いただきます！」キャンペーン
～11月25日（日）

29

30

たびとグルメラリー

11月23日（金・祝）
アクアマリンクリスマス
～12月25日（火）

11月24日（土）
～11月25日（日）

31 11月25日（日）

いわきバッテリーバレーフェスタ2018

第14回遠野もみじまつりin龍神峡

小名浜

田人

小名浜

田人

小名浜

小名浜

小名浜

遠野

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。

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
○開催時間：9時00分～14時00分

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。
○開催時間：10時00分～15時00分（雨天開催）
（同時開催：兼水産海洋研究センター参観デー）

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。

イオンモールいわき小名浜

福島県農産物流通課
TEL：024-521-7354

福島県のおいしい農産物の試食や地元生産者による農産物等の販売を行います。
今回のテーマは県オリジナル米「里山のつぶ」と「水産物」です。
○開催時間：11時00分～17時00分

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

5.5mのアクアマリンツリーが登場！他にも松ぼっくりのツリー探しなどクリスマ
スらしいイベントがいっぱいです。
12月22日（土）～24日（月・祝）は午後7時まで開館時間を延長します。
（入館料が必要）

一般社団法人いわきバッテリーバ
レー推進機構
TEL：0246-28-8400

バッテリー関連産業や水素などの再生可能エネルギー、産業イノベーションを
テーマとしたイベントです。移動式水素ステーション・次世代自動車の展示、超小
型モビリティ・移動支援ロボットの試乗会、各種体験教室やステージイベントな
ど、多彩な内容となっています。
○開催時間：両日10:00～16:00
○入場無料。一部事前申込制。
○詳しくは、公式ホームページをご覧ください。
https://festa2018.iwakibv.org

アクアマリンふくしま

アクアマリンパーク
潮目交流館
いわき・ら・ら・ミュウ
ポレポレシネマズいわき小名浜
など

もみじのトンネルが美しい、いわき市遠野町の「龍神峡」では、往復4.6kmの
散策や、地場産品の販売、学生の演奏会などが行われます。また、今年はJR湯本
遠野もみじまつりin龍神峡実行委 駅から最寄りバス停までを結ぶ無料シャトルバスも運行！
（集合・開会式会場）
員会
○開会式：9時00分
滝川原児童遊園 とおの湧水公園 TEL：0246-89-3311（レスト ○参加費：無料
ラン地路瑠）
○無料シャトルバスについては以下のホームページをご覧ください。
http://kankou-iwaki.or.jp/event_festival/events__fall/83276
（いわき観光まちづくりビューローHP）

12月1日（土）
32 （応募締切：11月17 キッズプログラム
日）

33 12月9日（日）

12月15日（土）
34 （応募締切：12月2
日）

12月15日（土）
～12月24日（月・
35
祝）
（予定）

12月16日（日）
36 （応募締切：12月2
日）

12月22日（土）
37 （応募締切：12月8
日）

深海生物図鑑を作ろう

ふくしま元気ＵＰプロジェクト２０１８

おうちでクラゲを飼ってみよう

よつクリスマスイルミネーションズ2018

大人のためのクラゲ飼育講座

カワウソに大接近

カワウソ飼育の裏のうら！

小名浜

平

アクアマリンふくしま

いわき市平体育館

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。

福島民友新聞社東京支社「ふくし
ま元気ＵＰプロジェクト事務局」
TEL：03-3563-5390

小学校低学年までのお子様と保護者向けに親子での体操イベントを実施します。
ＮＨＫ教育テレビ「おかあさんといっしょ」の「ブンバボーン」の作詞・振り付
けや、テレビＣＭ「キューピーたらこダンス」の振り付けなど、フリー創作あそび
作家として活躍中のたにぞう氏による楽しい体操を楽しむことができます。
その他、キビタン体操や地元の民俗芸能鑑賞なども実施されます。
○開催時間：10時00分～12時30分
○応募対象：県内に住む小学生低学年までのお子様とその保護者（200～300人
程度）
○事前申込：11月30日（金）必着
○詳しくはみんゆうNetをご覧ください。
www.minyu-net.com/event/sports/genki/

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

アクアマリンの飼育員からクラゲの飼い方やコツを詳しく学びます。クラゲの
他、飼育に使う道具やエサもセットなので、クラゲの飼育にはじめて挑戦する方も
安心です。
○開催時間：13時00分～16時00分
○事前申し込み必要 【締切】12月2日（日）
○対象：小学4年～６年生の親子
○参加費：1組4,000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。

四倉
久之浜

道の駅よつくら港
ワンダーファーム
浜風きらら

四倉地域観光ブランディング協議
会
TEL：0246-32-8075

いわき市の北部にちょっと早めのクリスマスがやってきます。北部地区一帯がオ
リジナルイルミネーションの幻想的な光で彩られるクリスマス空間をお楽しみくだ
さい。
○日時：12月15日（土）～24日（月・祝）（道の駅よつくら港）
12月15日（土）～25日（火）（ワンダーファーム、浜風きらら）

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

クラゲの生態や飼育方法、クラゲと海洋環境のかかわり等について学びます。ク
ラゲと飼育セットつき
○開催時間：13時00分～16時00分
○事前申し込み必要 【締切】12月2日（日）
○対象：中学生～一般
○参加費：1人4,000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
TEL：0246-73-2525

担当飼育員から詳しく話を聞いたり、カワウソを近くで観察したりして、カワウ
ソのからだのつくりや生態について学びます。カワウソのオリジナル工作にもチャ
レンジ！
○開催時間：10時00分～15時00分
○事前申し込み必要 【締切】12月8日（土）
○対象：小学5年生～一般
○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。

小名浜

小名浜

アクアマリンふくしま

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！！

