いわき管内

イベント情報
（平成31年1月～2月分）

フラキビタン
いわき地方振興局

いわき管内イベント情報（平成31年1月～2月分）
いわき地方振興局
概要
No.

開催日

イベント名
開催地区

1

平成30年
12月31日（月）
～1月1日（火・祝）

1月1日（火・祝）

【ふくしま秋・冬観光キャンペーン
初日の出クルーズ

1月1日（火・祝）
～1月3日（木）

いわき・ら・ら・ミュウ

1月2日（水）

新春イベント

新春わんぱく祭り

1月5日（土）

いわき市消防出初式はしご乗り

1月5日（土）
～1月6日（日）

いわき市考古資料館
勾玉づくり体験会

1月10日（木）

金刀比羅神社例大祭

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき・ら・ら・ミュウ
TEL：0246-92-3701

いわき市海竜の里センター

いわき市海竜の里センター
TEL：0246-82-2772

平中央公園

いわき市消防本部総務課
TEL：0246-24-3940

古代の装身具の一種である「勾玉づくり」の体験会を開催し、滑石と呼ばれるやわらか
な石を削って作ります。
○開催時間：午前の部 9時30分～11時30分（受付 9時00分～）
午後の部 13時30分～15時30分（受付 13時00分～）
○定員：各回20名、当日受付先着順
○参加料：材料費350円
常磐

7

いわきデイクルーズ
TEL：0246-54-7600

いわき市消防の出初式がいわき芸術交流館アリオスにて開催され、平中央公園では地域
の無火災・無災害を祈るはしご乗りが披露されます。約5.5メートルのはしご3基の上で
伝統の技を受け継ぐ「太夫」と呼ばれる団員が「しゃちほこ」「元旦夢枕」といった縁起
の良い技を次々と披露します。
平

6

いわきデイクルーズ

観覧車・ドラゴンコースター・パラトルーバーなど遊戯施設が無料（小学生以下）とな
り、正月の遊びコーナーでは羽根つき・けん玉・フラフープなどの体験コーナーを設置さ
れるほか、花の種のプレゼント等もあります。
久之浜
大久

5

（一社）全国哥麿会（担当：押田）
TEL：090-1532-6222

元旦から楽しいイベント盛りだくさんです！
■1月1日 和太鼓演奏（中央口側駐車場：9時30分～、11時00分～）
ぜんざい振舞い［先着400名］（1階中央広場：14時00分～）
■1月2日 お囃子演奏（1階中央広場：11時30分～、13時30分～）
餅つき振舞い＆餅つき体験［先着500名］（1階中央広場：15時00分～）
ウクレレスーパーライブ2019
（1階旅客ターミナル特設会場：12時00分～）
■1月3日 フラ・タヒティアンダンスショー
（1階旅客ターミナル特設会場：11時30分～、13時30分～）

小名浜

4

小名浜藤原埠頭内

元旦に合わせて特別なクルーズ船を運航します。ご来光で一面壮麗な色彩に包まれま
す。 豪華絢爛なクルージングで感動の光景をぜひ味わいましょう。
○出港時間：6時15分
特別企画】 ○事前予約必要
○料金：大人7,000円、子ども3,000円
小名浜

3

問い合わせ先（電話番号等）

小名浜の藤原埠頭内にて、年越しチャリティーイベントが開催されます。
電飾やペイントを施した「アートトラック」の愛好者が全国から集結。夜通しで500台
以上のトラックが展示されます。チャリティーバザーでは、ステッカー・タオル・カー用
品の販売をはじめ、特設フードコートも展開されます。俳優や演歌歌手によるステージ
ショーも見所です。
東日本大震災復興支援チャリティー
［災害に負けるな子供達］カウントダウン＆初日 ○開催時間：平成30年12月31日（月）16時00分
～平成31年1月1日（火・祝）10時00分
の出
○入場無料
小名浜

2

開催場所

いわき市考古資料館

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

日本三大金毘羅宮のひとつであり、地元民からは「こんぴら様」として親しまれている
金刀比羅神社では、毎年1月10日に例大祭が行われます。海上交通の守り神であると共
に、家内安全や商売繁盛、交通安全の神が祀られており、社殿では、お神楽に合わせて
「福銭まき」が行われます。
また、JR湯本駅前あたりから金刀比羅神社まで、約400軒の露店が並び、大小様々な
いわきだるまや、色鮮やかな宝船・熊手を買い求め、例年約10数万人が訪れます。当
日、金刀比羅神社付近は通行止めとなるため、公共の交通機関やシャトルバス（21世紀
の森に臨時駐車場を設け、JR湯本駅間を運行）を利用してお越し下さい。
常磐

金刀比羅神社

金刀比羅神社
TEL：0246-43-1001

8

1月12日（土）
～1月13日（日）

双葉町ダルマ市

双葉町が避難先のいわき市で震災後毎年開催している新春恒例のお祭りです。今年は復
興公営住宅勿来酒井団地で開催します。
縁起物の「双葉ダルマ」の販売、巨大ダルマ引き合戦、奉納神楽などの伝統芸能、ス
テージイベント、出店などが行われます。
○開催時間：9時00分～
勿来

9

1月14日（月・祝）

大國魂神社

初音祭

沼ノ内の水祝儀

アクアマリンふくしま
ナイトプログラム 親子宿泊ナイトツアー

小名浜地区一周駅伝競走大会

第5回

未来キッズ生き活き事業

勿来＆双葉郡かるたんか交流会

2019年スターウォッチング

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2539

スタート・ゴール：泉公民館前

小名浜公民館
TEL：0246-54-1890

いわき海浜自然の家

いわき海浜自然の家
TEL：0246-32-7700

「かるたんか」とは勿来の良いところをテーマにした短歌を募集して作ったかるたのこ
とです。双葉郡の「ふたばふるさとかるた」と一緒に、地域の魅力を楽しみながら再発見
できるかるた交流会を開催します。
○時間：10時00分～15時00分
○参加費：無料（昼食付き）（事前申し込みが必要）
詳細、申込み方法はFacebook「勿来ひと・まち未来会議」で検索ください。

勿来

15 1月26日（土）

アクアマリンふくしま

凧あげやマウンテンバイク、アスレチックで身体を動かしませんか？
○時間：10時00分～14時00分（雨天決行）
○対象：どなたでも
○事前予約：1月10日（木）9時00分～1月18日（金）※定員になり次第受付終了
○持ち物：上履き
○無料送迎バス：いわき市勿来支所、いわき市立小名浜公民館、いわき市総合保険福祉セ
ンター、いわき市役所 を経由します。※要事前予約。詳しくはHPを御覧ください。
https://iwaki-nc.fcs.ed.jp/#!#page:1&frame_id:9
久之浜
大久

14 1月26日（土）

愛宕将軍地蔵尊堂（平沼ノ内公民館地 いわき市役所文化振興課
内）
TEL：0246-22-7544

泉公民館をスタート・ゴールとし、中学男子・女子、高校男子・女子、地域、オープン
の部とスポーツ少年団の部で、26.4キロを競います。
なお、当日は周辺道路に交通規制が敷かれますので、付近を通行の際はご注意くださ
い。
○発走時間：9時00分
○コース：泉公民館前スタート・ゴール（福島県いわき市泉町4丁目13-11）
※参加申し込みはすでに終了しています。
小名浜

13 1月20日（日）

大國魂神社
TEL：0246-34-0092

生き物の昼と夜の違いをじっくり観察します。夜は水槽の前で就寝します。
○対象：小学1～3年生の親子（親1名、子1名）
○時間：15時00分～翌8時00分
○参加費：１組6,000円（入館料が必要）
○定員：15組30名
○事前申し込み制：応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S19926321/）に
アクセスしてお申込みください。詳しくはHPでご確認ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs/

小名浜

12 1月20日（日）

大國魂神社

いわき市の平・沼ノ内地区に古くから（約400年前）伝わる奇祭で、いわき市無形民俗
文化財に指定されている「沼ノ内の水祝儀」が開催されます。別名「水かけまつり」とも
呼ばれ、その年の初婿が浴衣1枚となり、3度水をかけられ無病息災・豊漁と安全・豊作
を祈願します。
平

1月19日（土）
～1月20日（日）
11
（応募締切：1月5
日）

夢ふたば人（双葉町役場）
TEL：0246-84-5200

大國魂神社の主神である大己貴命（大黒様）のお祭りで、商売繁盛や家内安全の祈願が
行われます。当日は市の無形民俗文化財である大和舞や稚児舞が神楽殿にて奉納されま
す。ひとつの舞が終わるごとに縁起物の白扇や紅白餅がまかれます。

平

10 1月14日（月・祝）

復興公営住宅勿来酒井団地

復興公営住宅勿来酒井団地集会所

勿来・双葉かるたんか実行委員会
TEL：0246-77-1590

冬の代表的な星座である「おうし座」にある「すばる（プレデアス星団）」の観察、
「冬の星座」や望遠鏡による木星、星雲、星団の観望を行います。いわき天文同好会メン
バーが撮影した天体写真も併せて展示します。
○時間：18時00分～21時頃まで（雨天時はスターウォッチングのみ中止）
○参加料：無料
○参加条件：小学生以上（小中学生の方は保護者同伴。）

平

高久公民館

いわき天文同好会
TEL：0246-31-0541
いわき市環境企画課
TEL：0246-22-7441

1月26日（土）
16 （応募締切：1月12
日）

アクアマリンふくしま
キッズプログラム 海藻について学ぼう

冬は海藻の季節です。海藻の実験や、海藻を使った押し葉づくりにチャレンジします。
○対象：小学1～6年生（子どもだけのプログラム※保護者の付き添いはできません）
○時間：10時00分～14時00分
○参加費：1人1,000円（入館料が必要）
○定員：30名
○事前申し込み制：応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S19926321/）に
アクセスしてお申込みください。詳しくはHPでご確認ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs/
小名浜

17

2月2日（土）
～2月4日（月）

中之作つるし雛飾りまつり

飯野八幡宮節分祭

勝行院「成田山節分会」

第6回

未来キッズ生き活き事業

勝行院～湯本町三函地内

勝行院
TEL：0246-43-2576

「駆け抜けよう！フラガールのふるさとを。」
第10回いわきサンシャインマラソン

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「味噌作り」

グランパルティいわき

一般財団法人 福島イノベーション・
コースト構想推進機構 交流促進部
TEL：024-581-6893

いわき海浜自然の家

いわき海浜自然の家
TEL：0246-32-7700

日本陸連公認フルマラソン大会「いわきサンシャインマラソン」が開催されます。市街
地から沿岸部を通りゴールは小名浜港アクアマリンパーク！沿道での大漁旗応援や、農産
品の振舞いが大人気です！
※参加申し込みはすでに終了しています。
平～
小名浜

2月11日（月）
23 （応募締切：2月4
日）

飯野八幡宮
TEL：024-21-2444

グラウンドゴルフやアスレチックで身体を動かしませんか？
○時間：10時00分～14時00分（雨天決行）
○対象：どなたでも
○事前予約：1月10日（木）9時00分～2月8日（金）※定員になり次第受付終了
○持ち物：上履き
○無料送迎バス：いわき市勿来支所、いわき市立小名浜公民館、いわき市総合保険福祉セ
ンター、いわき市役所 を経由します。※要事前予約。詳しくはHPを御覧ください。
https://iwaki-nc.fcs.ed.jp/#!#page:1&frame_id:9
久之浜
大久

22 2月10日（日）

飯野八幡宮

浜通り地域等の新たな産業基盤の構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想」
の取組などを紹介するシンポジウムです。第３回となる今回のシンポジウムは、初の浜通
りでの開催となります！
内容などの詳しい情報は以下（一財）福島イノベーション・コースト構想推進機構HP
第3回福島イノベーション・コースト構想シンポ にて随時掲載いたします。
http://www.fipo.or.jp
ジウム

平

21 2月10日（日）

NPO法人中之作プロジェクト
TEL：0246-55-8177

今年の星運を祈り承服除災を成熟しようとする行事で生まれた「星祭」。勝行院の本堂
で星祭の大護摩祈祷会を執り行います。護摩祈祷前に僧侶達が、湯本町三函地内を豆をま
きながら練り歩きます。
常磐

20 2月3日（日）

清航館

毎年2月3日に節分祭（追儺式）が行われ、神事で行われる「弓矢の儀」では神官が四
方向と表・裏鬼門、正面の7ヶ所に向かって矢を放ち、邪気を払います。この矢は縁起物
で拾った人は持ち帰ることができます。その後、参列者による「豆打の儀」にて年男年女
が豆や紅白の餅などを撒きます。
平

19 2月3日（日）

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2539

いわき市の中之作港を望む「清航館」を中心に開催される、早春の風物詩「つるし雛飾
りまつり」。縁起物を色とりどりのちりめんでひとつひとつ丁寧に手作りされ、飾り付け
られたつるし雛を展示します。
築100年以上の清航館では、カフェやおふかし、地元物産の販売等も行われます。
○開催時間：10時00分～16時00分
○入場料：100円
小名浜

18 2月3日（日）

アクアマリンふくしま

いわき陸上競技場～
アクアマリンパーク

いわきサンシャインマラソン実行委員
会事務局
TEL：0246-22-7607

糀（こうじ）と塩、大豆を仕込んで味噌を作ります。
○開催時間 10時00分～12時00分
○参加費 7,500円
○募集期間 平成30年11月1日（木）～2月4日（月）（定員12名）
定員になり次第締切。募集期間終了後のキャンセル不可。
遠野

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

2月16日（土）
～17日（日）
24
（応募締切：2月2
日）

アクアマリンふくしま
ナイトプログラム キッズ宿泊ナイトツアー

生き物の昼と夜の違いをじっくり観察します。夜は水槽の前で就寝します。
○対象：小学4～中学生（子どもだけのプログラム※保護者の付き添いはできません）
○時間：15時00分～翌8時00分
○参加費：１人4,000円（入館料が必要）
○定員：30名
○事前申し込み制：応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S19926321/）に
アクセスしてお申込みください。詳しくはHPでご確認ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs/
小名浜

2月23日（土）
25 （応募締切：2月9
日）

アクアマリンふくしま
キッズプログラム 親子で魚を調理しよう

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
き魚塾の皆さんが魚の調理方法を教えます。おいしい魚を味わってください。
○対象：小学1～6年生の親子（親1名、子1名）
○時間：11時00分～13時30分
○参加費：1組1,000円（入館料不要）
○定員：15組30名
○事前申し込み制：応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S19926321/）に
アクセスしてお申込みください。詳しくはHPでご確認ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs/

小名浜

3月9日（土）
26 （応募締切：2月23
日）

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2539

アクアマリンふくしま

食中毒を引き起こすアニサキスなど、魚につく様々な寄生虫を観察します。寄生虫に
は、怖いだけではない、不思議でおもしろい生態がいっぱいです。
○対象：小学4～中学生（子どもだけのプログラム※保護者の付き添いはできません）
○時間：10時00分～12時00分
○参加費：1人1000円（入館料が必要）
アクアマリンふくしま
○定員：30名
キッズプログラム シリーズ「恐い生き物たち」 ○事前申し込み制：応募フォーム（https://ws.formzu.net/sfgen/S19926321/）に
～魚の寄生虫～
アクセスしてお申込みください。詳しくはHPでご確認ください。
https://www.aquamarine.or.jp/programs/

小名浜

3月17日（日）
27 （応募締切：3月10
日）

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2539

アクアマリンふくしま

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「初めてのキャンプ講座」

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2539

アクアマリンふくしま

実際にテントの張り方、BBQのやり方等、初心者向けに説明します。※初心者限定で
す
○開催時間 10時00分～15時00分
○参加費 5,000円
○募集期間 平成30年12月1日（土）～3月10日（日）（定員5組）
定員になり次第締切。
遠野

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

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。
平成30年
28 7月14日（土）
～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！―

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

県内全域 県内全域

平成30年
29 9月19日（水）
～1月10日（木）

いわき市考古資料館 特別展
「石城国建国千三百年展 ｰいわきの始まりｰ 」

奈良時代にわずか3年だけ存在していた「石城国」。今年は石城国建国1300年にあた
り、文献資料や発掘調査成果などをもとに歴史を紐解いていきます。
○開館時間：9時00分～17時00分（入館は16時30分まで）
※毎週第3火曜日と1月1日は休館日
○入館料：無料
常磐

平成30年
30 11月1日（木）
～1月31日（木）

企画展示室

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

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。
よしまジャンボ店＆お店屋さんによるコンビネー ○応募締切：平成31年2月1日（金）（当日消印有効）
ション・スタンプラリー
好間

平成30年
31 11月7日（水）
～5月26日（日）

いわき市考古資料館

いわき総合図書館 企画展
「いわきの戊辰戦争その2 ｰ磐城平の戦いｰ 」

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

戊辰戦争から150年の節目に当たり、戦いの状況を解説し、古文書、地図、写真、図書
館資料を展示します。
○開館時間：10時00分～21時00分
（日曜・祝日 10時00分～18時00分）
※毎月最終月曜日及び1月1日は休館日
平

いわき総合図書館
企画展示コーナー（ラトブ5階）

いわき総合図書館
TEL：0246-22-5552

平成30年
32 11月17日（土）
～2月28日（木）

いわき市石炭・化石館ほるる 企画展
「いわきの戊辰戦争 ｰ磐城三藩の戦いｰ 」

戊辰戦争から150年の節目に当たり、いわきの戊辰戦争について、磐城平藩、湯長谷
藩、泉藩の磐城三藩を中心とした戦いの経緯と、戦いが地域へ及ぼした影響などについ
て、残された古文書や武具などから見ていきます。
○開館時間：9時00分～17時00分（最終入館16時30分まで）
○観覧料：一般 650円（580円）
中～大学生 430円（390円）
小学生 320円（290円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
【講演会】
「民（タミ）からみた戊辰戦争」
○日時：1月19日（土）13時30分～15時00分
「士（サムライ）からみた戊辰戦争」
○日時：2月9日（土）13時30分～15時00分
【ワークショップ】
「古文書から読む、いわきの戊辰戦争」
○日時：1月5日（土）、2月11日（月・祝）
13時30分～15時00分

湯本

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

Jヴィレッジから見つかった「黄金の宝玉」の隠し場所が記された書。暗号化された謎
を解いて「黄金の宝玉」を見つけだそう！
平成30年
リアル宝探し
33 11月23日（金・祝）
Jヴィレッジ調査団～黄金の宝玉を探せ！～
～1月27日（日）

「暗号化された書」を手にしてすべてのキーワードをメモすることが必要です。
謎を解いて豪華賞品をゲットしよう！！
○参加無料
※暗号化された書はJヴィレッジや県いわき合同庁舎等で配布しております。
双葉郡～ 発見報告所
いわき市 J-VILLAGE 1階ショップ
北部
『ブルーガーデン』（年中無休）

平成30年
【ふくしま秋・冬観光キャンペーン
34 12月1日（土）
第7回いわき光のさくらまつり
～1月14日（月・祝）

株式会社Jヴィレッジ
TEL：0240-26-0111

「いわき光のさくらまつり」では、復興の願いを込めて富岡町「夜ノ森の桜並木」をイ
メージしたピンクのイルミネーションによる満開の桜が咲き誇ります。寒いこの季節、心
が温まる希望の光をぜひご覧ください。
特別企画】 ○点灯時間：17時00分～23時00分
○観覧無料
平

JRいわき駅前
キ

ぺデストリアンデッ

いわき青年会議所
TEL：0246-24-0780

磐城民俗研究会会員だった岩崎敏夫氏（民俗学者）と内藤丈夫氏が昭和10年代に撮影
したいわき地域の年中行事の写真を展示します。現在も継承されている行事を紹介し、約
80年前と現在を比較します。

平成30年
35 12月1日（土）
～1月31日（木）

いわき市暮らしの伝承館 第2回企画展
「昭和10年代のいわきの年中行事写真展」

○開館時間：9時00分～16時30分（入園は16時00分まで）
※毎週火曜日と12月29日（土）～1月1日（火）は休館日
○観覧料：一般 330円（270円）
高・大学生 210円（170円）
小・中学生 170円（110円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
平

平成30年
36 12月8日（土）
～3月19日（火）

いわき市勿来関文学歴史観
「いわきの雛の吊し飾り」

企画展

平成30年度 後期常設展
「資料と写真にみる小名浜の変遷」

いわき市暮らしの伝承館
TEL：0246-29-2230

紺屋町（いわき市平）にあった塩屋呉服店（山﨑家）に伝わる明治時代から大正時代の
「お志ゑ（押絵）雛様 おつるし物」を展示します。女の子の初節句に贈られたもので
す。
あわせて、「雛の吊し飾り」の歴史的文化的な意味についても考えます。
○開館時間：9時00分～17時00分（展示室への入場は閉館30分前まで）
※毎月第三水曜日及び1月1日は休館日
○観覧料：一般 320円（270円）
大・高・中 220円（160円）
小学生 160円（110円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
勿来

平成30年
37 12月13日（木）
～5月26日（日）

いわき市暮らしの伝承館

いわき市勿来関文学歴史館

いわき市勿来関文学歴史館
TEL：0246-65-6166

小名浜は、江戸時代から港町として栄え、現在のいわき市においては港湾、工業や観光
など様々な分野で重要な位置を占めています。その繁栄の礎を築いた先人の営みをたどる
ために、総合図書館で所蔵している小名浜に関する資料や写真等を紹介します。
○開館時間：10時00分～21時00分
（日曜・祝日 10時00分～18時00分）
※1月1日、1月28日、2月15～28日、3月25日、4月30日は休館日

平

いわき総合図書館
地域資料展示コーナー（ラトブ5階）

いわき総合図書館
TEL：0246-22-5552

1月4日（金）まで「クイズチャレンジ」を行っており、クイズに全問正解すると、化
石をプレゼントいたします。
《ミニ発掘コーナー「三葉虫を発掘しよう！」》
天然の石（外国産）から本物の三葉虫を取り出します。
平成30年
いわき市アンモナイトセンター 冬休み企画展
○実施日：1月11日（金）までの平日（月曜日を除く）
38 12月20日（木）
「絶滅生物の行動を読み解く展示会～生痕化石が ○時間：9時30分～11時30分／14時00分～16時00分
～2月11日（月・祝） もつ力」
○教材費：1回700円
久之浜
大久

平成30年
39 12月28日（金）
～1月3日（木）

アクアマリンふくしま
那須どうぶつ王国ふれあい動物園inいわき

アクアマリンふくしま
アクアマリンのお正月

1月2日（水）
～1月31日（木）

いわき市考古資料館 平成30年度ミニ企画展
「干支ｰいのししｰ」

1月5日（土）
～1月27日（日）

いわき市小・中学生版画展

2月9日（土）
～3月3日（日）

アクアマリンふくしま
アクアマリンのひな祭り

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

いわき市考古資料館
企画展示室前スペース

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

新春を飾る展覧会として、開館以来開催を続けている「いわき市小・中学生版画展」
は、市内の子供たちが学校の授業の中で制作した版画作品を紹介する展覧会です。
また、会期中には版画体験コーナーやアートスクール等も実施されます。詳細は「いわ
き市立美術館」HPをご覧ください。
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000005270/index.html
○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：無料
平

43

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

平成31年の干支は「いのしし」。
考古資料館では毎年、その年の干支に関する資料を展示しており、いのししの付く地名
やことわざ、熟語などを紹介していきます。
○開館時間：9時00分～17時00分（入館は16時30分まで）
※毎週第3火曜日と1月1日は休館日
○入館料：無料

常磐
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小名浜美食ホテル2号棟
「潮目交流館」

2019年の干支「亥」（いのしし）にちなみ、イノシシの子ども「ウリ坊」に模様が似
ている「ヌノサラシ」を展示します。1月1日～3日はカルタ大会やお正月プレゼントなど
のイベントを開催。福袋の販売も行います。詳細はホームページをご覧ください。
https://www.aquamarine.or.jp/
※入館料が必要
小名浜

41

いわき市アンモナイトセンター
TEL：0246-82-4561

那須どうぶつ王国の動物たちがやってきます。カピバラやアルパカなどへのえさやり体
験や、引き馬体験など、動物たちと触れ合うことができます。写真撮影もできます。
○開催時間：9時00分～16時30分（最終入場：16時00分）
○入場料：700円、小～高校生300円、未就学児無料
※アクアマリンふくしまの当日の入館券半券または年間パスポートを提示で一般200円、
小～高校生は100円引き
※那須どうぶつ王国ふれあい動物園の入場者はチケットを提示すると、アクアマリンふく
しまへの入場料を一般200円、小～高校生は100円引き
小名浜

平成30年
40 12月28日（金）
～1月14日（日）

いわき市アンモナイトセンター

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0246-25-1111

館内にキンメダイや金魚、エビ、タコなど水族館でもおなじみの生き物などのたくさん
のつるし飾りを展示します。期間中にはちりめん細工教室も開催します。※ちりめん細工
教室の詳細は後日HPでお知らせいたします。
○場所：３階オセアニックガレリア
○ちりめん細工教室開催日：2月23日（土）、24日（日）、3月2日（土）、3日（日）
※入館料が必要
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

○皆様、いわきのイベントにぜひお越しください！！

