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いわき管内イベント情報（平成31年4月～5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

4月6日（土）
～4月7日（日）

さくら鑑賞会

2

磐城平城さくらまつり

問い合わせ先（電話番号等）

小川町の「そこいら中」がまもなく「さくら」色に染まります。さくら色のこの時期
に、桜を観賞する会を開催します。2日間小川公民館を開放しますので、存分に小川の
桜をお楽しみください！手打ちそば、あんこ餅の販売もあります！
【小川公民館 開放日】
4月6日（土）9時00分～21時00分
4月7日（日）9時00分～16時00分
【ライトアップ】
4月6日（土）18時00分～21時00分
【イベント】
4月7日（日）10時00分～
・手打ちそば 限定150食（二ツ箭そば打ち研究会）
・あんこ餅、飲み物（まちづくり検討専門委員会）
小川

4月6日（土）
～4月7日（日）
4月13日（土）
～4月14日（日）

開催場所

小川公民館前広場

小川地域振興協議会
TEL：0246-83-1111

磐城平城本丸跡地の桜の開花に合わせて、さくらまつりを開催します！
ステージイベントやワークショップ、いわき戊辰戦争の展示も行います。期間中はラ
イトアップも行いますので、夜桜もお楽しみいただけます。
【イベント開催時間】10時00分～15時00分
■ステージイベント
4月6日（土）
10時00分～ タイの伝統的舞踊等のお披露目
12時00分～ ゴスペル
4月7日（日）
11時00分～ 和太鼓演奏
4月6～7日 花見寄席
■体験・ワークショップ（10時00分～15時00分）
4月6～7日 お茶席
4月13日
安藤家御家流星茶席
4月6～7日、13～14日 桜の押し花しおりづくり、桜のブローチづくり
射的（鉄砲、弓矢、手裏剣）
■展示
4月13～14日 華道展
4月6～7日、13～14日 磐城の戊辰戦争
【ライトアップ時間】17時00分～20時00分
※会場には駐車場がございませんので、周辺駐車場をご利用いただくか、公共交通機関
をご利用ください。
平
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【御幸山公園・観音山
公園】
3月30日（土）
～5月6日（月・祝） いわき湯本温泉さくらまつり
【上湯長谷公園】
4月6日（土）
～4月7日（日）

磐城平城本丸跡地

たいらまちづくり株式会社
TEL：0246-21-7777

JR湯本駅からほど近い御幸山公園には約300分、湯本を見渡せる小高い山のある観音
山公園には約200本のソメイヨシノがあり、花見提灯が点灯されます。上湯長谷公園で
は2日間、さくらまつりを開催し、出店などが並びます。
【点灯期間】
■御幸山公園 3月30日～5月6日（月・祝） 17時00分～2時00分
■観音山公園 3月30日～5月6日（月・祝） 18時00分～23時00分
■上湯長谷公園 4月6日（土）～4月7日（日）17時00分～21時00分
【イベント】
■上湯長谷公園 10時30分～17時00分
【セレモニー・点灯式】
■湯本駅前 緑地広場（御幸山のふもと・うお昭さん前の広場）
3月30日（土）セレモニー・点灯式 18時00分～
ステージコーナー 15時00分～19時00分
〈ステージ出演者〉
・湯本温泉フラ女将(ダンス)・フラシティボーイズ(ダンス)
・モキハナ フラ オハナ(ダンス)
・Marine(ソロボーカル)・いわきうつくしま連(ダンス)
・Welina Mahalo(ダンス)
・ケアラ・オナオナ・メ・カ・レファ福島校(ダンス)
・ラッキー赤津(マジック)
・DJ Atsushi、DJ Tanaka Uchu、DJ FLOWER
〈フードコーナー〉
・湯本温泉うまいもの市…地元商店会、フラの街オリジナルメニューを多数そろえ
てお待ちしております！（約20品目）
（オールアバウトベーカリー、カフェ・シュクルーム、はせ川餅菓子店、A家食堂、ふ
れあい茶房ふくだや、さくらカフェ、インドキッチンスター、とうふ工房分家奈良屋、
和菓子の店久つみ、橋本酒店、中華料理竜貴、和菓子工房しら石、バナナセンター丸
伴、温菓子屋、ひまわり弁当）
・ふるまい鍋…無料！数量限定！いわきならではのおいしい鍋を振舞います！

湯本

御幸山公園
観音山公園
上湯長谷公園

いわき湯本温泉さくらまつり実行委員
会
（いわき湯本温泉旅館協同組合）
TEL：0246-43-3017
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4月7日（日）

いわき市石炭・化石館「ほるる」
第8回さくらまつり

今年で8回目となります「さくらまつり」を開催します！
今年は、人類初の月面着陸から50年の節目を迎え、ほるるでは春・秋に特別展として
アポロ展を開催します。
さくらまつりでは、アポロ展のプレ企画として『宇宙服の展示』や『宇宙生物を作ろ
う！』などを開催します。
また、さかえ保育園による鼓笛演奏あり、いわき湯本温泉連合青年有志会によるジャ
ンがら念仏踊りあり、平第三中学校の合唱部の出演ありと、今回もイベント盛りだくさ
んです！美味しいフードも揃えていますので、皆さまお揃いで是非「ほるる」へお越し
ください！
【開催時間】9時00分～17時00分
湯本

5

【提灯点灯】
桜開花時～桜終了時
【イベント】
4月7日（日）

鹿島千本桜ライトアップ
第10回かしまふれ愛さくら祭り

4月13日（土）
～4月14日（日）

東日本大震災復興支援熱気球イベント
第28回「空を見上げて」INいわき
いわきバルーンフェスティバル2019

4月14日（日）

高田式体操教室

ダイヤモンドキッズカレッジ
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桜ライトアップ
春祭り

5月3日（金・祝）
～5月4日（土・祝）

平体育館

高田道場
TEL：03-5749-5030

何種類もの桜が咲き誇るいわきの里鬼ヶ城は、山間部にあるため4月中旬～下旬に桜
の見頃を迎えます。見頃に合わせて、施設入り口周辺の桜をライトアップします。
また、春祭りも開催します。
【点灯期間】
桜開花時～桜終了時までの土曜・日曜 18時00分～20時00分頃まで
【イベント】
4月28日（日）9時30分頃～
川前
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21世紀の森公園（わんぱく広場）

いわきバルーンフェスティバル事務局
（(株)FSKパブリック内）
TEL：080-2809-9716（専用電
話）

一般的な体操教室とは違い、アマチュアレスリングの要素を取り入れた高田道場オリ
ジナルの体操教室、それが『ダイヤモンド・キッズ・カレッジ』。マット運動を中心に
“人の話を聞く姿勢”、“体を動かすことの楽しさ”、“触れ合いの中から生まれる自
己肯定感”をたくさんの子ども達に知ってもらえるよう、元気いっぱいに指導します。
【時間】13時00分 開始
16時00分 終了予定
【対象】小学校新１年生～小学校６年生
【定員】200名（参加費無料、見学自由）
※応募者多数の場合は抽選となります。
【お申込方法】HPよりお申込下さい。電話での受付は行っておりません。
http://dkc.takada-dojo.com/
平

【ライトアップ】
桜開花時～桜終了時ま
いわきの里鬼ヶ城
での土曜・日曜
いわきの里鬼ヶ城
【イベント】
4月28日（日）

かしまふれ愛さくら祭り実行委員会
鹿島ショッピングセンターエブリア北
（鹿島地区地域振興協議会）
側駐車場及び矢田川周辺
TEL：0246-29-2250

東日本大震災で被災された子供達を元気づけようと、2011年8月に岩手県大船渡市
でスタートしたこのイベントは、いわき市では5回目の開催となります。
■熱気球体験搭乗
【体験搭乗開始時間】7時00分～9時30分（会場の受付テントにて受付）
【人数】先着300名程度（事前受付はなし）
【料金】無料
※天候（雨・風）により搭乗を中断・中止します
■バルーンイリュージョン
3機の熱気球が、音楽とMCに合わせてバーナーの光が明るく光ります。
【時間】18時30分～19時00分
■熱気球教室
強風・荒天の場合は体験搭乗を中止し、21世紀の森内グリーンベースにて熱気球教室
を行います。

平
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いわき市石炭・化石館「ほるる」
TEL：0246-42-3455

鹿島ショッピングセンターエブリア周辺、矢田川沿いの桜並木「鹿島千本桜」に花提
灯を飾ります。
また、「満開笑顔・復興桜」をテーマに、「かしまふれ愛さくら祭り」を開催しま
す。特設ステージではキッズフラや吹奏楽など多彩なステージが披露されるほか、焼き
鳥屋すいとんなどの屋台が並びます。豪華賞品が当たるお楽しみ抽選会やフリーマー
ケット、いわき花き鉢物研究会による鉢花の販売も行いますので、最後までお楽しみく
ださい！
【点灯期間】
桜開花時～桜終了時
【イベント】
4月7日（日）10時00分～16時00分

小名浜
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いわき市石炭・化石館「ほるる」

いわきの里鬼ヶ城

いわきの里鬼ヶ城
TEL：0246-84-2288

宵祭りではいわき市の無形民族文化財に指定されている大和舞と稚児舞が随時奉納さ
れます。
大國魂神社例大祭
平

大國魂神社

大國魂神社
TEL：0246-34-0092

諏訪神社、安波大杉神社、出羽神社の三社の神輿が町内を巡ります。
10 5月4日（土・祝）

四倉諏訪神社例大祭
四倉

四倉諏訪神社

四倉諏訪神社
TEL：0246-32-2485

5月19日（日）
11 （応募締切：5月12
日）

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「プリザーブドフラワー」

素敵なプリザーブドフラワーを作成して、お部屋に飾りましょう。
【開催時間】10時00分～12時00分
【参加費】2,000円
【募集期間】平成31年2月1日（金）～5月12日（日）（定員10名）
定員になり次第締切。
遠野

12 5月26日（日）

ふくしまスポーツキッズ発掘事業
第1ステージ キッズチャレンジ

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 」

詳しくは「https://www.sports-fukushima.or.jp/」福島県体育協会HPへ
（４月中旬掲載予定）

平成30年度 後期常設展
「資料と写真にみる小名浜の変遷」

3月2日（土）
～9月22日（日）

花の王国ふくしま
キビタンフラワースタンプラリー2019

いわき総合図書館
企画展示コーナー（ラトブ5階）

リアル宝探しイベントin福島 コードF-9
～幸せを運ぶ25のラッキー～

「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。

3月21日（木・祝）
～5月12日（日）

アクアマリンふくしま
飼育員のつぶやき展

3月30日（土）
～4月7日（日）

小名浜地区さくらまつり

3月末頃
～4月30日（火）

勿来の関桜まつり

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

アクアマリンふくしま
2階スロープ

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

国際貿易港・小名浜港を望む小高い山の上にある公園で、遠くの勿来や北茨城市方面
まで見渡すことができます。周辺には約170本のソメイヨシノがあり、花見提灯が点灯
されます。
【点灯時間】17時00分～0時00分
小名浜
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県内25エリア
（番外編：特別企画2エリア）

飼育員目線でアクアマリンふくしまの見どころを紹介するパネルを展示します。飼育
員の裏話もご紹介します。
小名浜
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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

解読不可能な暗号「コードF」を頼りに、福島県内各地の市町村に眠る宝物を探し出す
リアル宝探しイベント。今年で9回目の開催となり、ふくしま応援ポケモンの「ラッ
キー」とコラボレーションします。
県内25ヶ所から挑戦するエリアを選び、エリアページに描かれた地図の場所を特定
し、現地で手がかりを集めて、宝箱を発見します。
エリアをクリアすると、福島県ゆかりの商品がもらえる抽選に応募できます。

県内全域
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いわき総合図書館
TEL：0246-22-5552

いわき総合図書館
いわき総合図書館
地域資料展示コーナー（ラトブ5階） TEL：0246-22-5552

県内全域
栃木県 県内全域、栃木県、茨城県
茨城県

3月16日（土）
～10月27日（日）
16
※一部エリアは4月
20日（土）から開始

公益財団法人福島県体育協会
TEL：024-521-7896

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
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内郷コミュニティ―センター

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

平成30年
14 12月13日（木）
～5月26日（日）

いわき市遠野オートキャンプ場
TEL：0246-74-1031

「スポーツ大好き！」「何かスポーツをやってみたい！」という小学生（3～6年生）
を募集します。
６種のスポーツテストを行い、将来有望な人材の発掘・育成を目指します。
【参加料】200円
【参加申込開始日】4月25日（木）

内郷

平成30年
13 11月7日（水）
～5月26日（日）

いわき市遠野オートキャンプ場

富ヶ浦公園

小名浜まちづくり市民会議
TEL：0246-52-1275

源義家が「吹く風をなこそのせきと思えども道もせに散る山桜かな」と詠んだ勿来関
跡がある勿来の関公園。約200個の提灯が点灯され、約600本のソメイヨシノ、ヤマザ
クラが咲き誇り、花見客で賑わいます。
【点灯時間】18時00分～21時00分
勿来

勿来の関公園

勿来駅前青年会
TEL：0246-62-1231

20

4月1日（月）
～4月14日（日）

しだれ桜まつりライトアップ

樹齢500年以上の巨木、小川諏訪神社のシダレザクラが咲き誇る時期に開催します。
桜の開花に合わせライトアップが行われ、週末には雅楽の演奏や茶会を開催します。是
非美しいシダレザクラをご覧ください。
【ライトアップ】
時間：18時30分～21時00分
○開花状況や天候等によりライトアップ期間等は変更する場合があります。
○期間中は商工会等の団体による各種販売が行われる予定です。
【イベント】
4月6日（土）雅楽の演奏「福島県神社庁 いわき支部雅楽会」19時00分～
4月14日（日）呈茶「桃李会」10時00分～
【皆さまへ】
シダレザクラのライトアップ期間中は周辺道路の混雑が予想されます。
特にイベント開催日には大変な混雑が予想されます。お車でお越しの際は小玉小学校
の校庭へ駐車いただき、会場周辺の混雑軽減にご協力ください。

小川
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4月13日（土）
～5月26日（日）

いわき市石炭・化石館「ほるる」企画展
「アポロ展Ⅰ－ライト・スタッフたちの月への
挑戦－」

4月13日（土）
～5月26日（日）

４月20日（土）
～７月16日（火）

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

写真家の枠を超え、映画、デザイン、ファッションなど多彩な活躍をしている蜷川実
花さんが、「虚構と現実」をテーマにアーティストの写真の本質に迫ります。
常に時代をリードし、幅広いジャンルで表現し続ける“蜷川実花”の作品世界を、全
身で体感できるまたとない機会となるでしょう。
【開館時間】9時30分～17時00分（入館は16時30分まで）
※４月15日、4月22日、5月7日、5月13日、5月20日は休館
【観覧料】一般 1,100円（880円）
高・高専・大学 500円（400円）
小・中生 300円（240円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
詳しくはFacebookにてご確認ください。
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1548997019732/index.html

蜷川実花展
－虚構と現実の間に－

平
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小川しだれ桜まつり実行委員会
（小川諏訪神社）
TEL：0246-83-0178

今年は、人類の月面到達からちょうど50年目のメモリアル・イアー！
いわき市石炭・化石館では、春と秋の2回にわたり、1960年代の偉大な夢を振り返
るアポロ展を開催いたします。月面到達の物語を、アポロ計画で持ち帰られた月の石を
始め、貴重な展示物から紹介します。月を目指した人類の歩みをふりかえり、宇宙探査
の未来を展望するファン必見の特別展を、ぜひご観覧ください！
【開館時間】9時00分～17時00分（受付は16時30分まで）
※4月16日（火）、5月21日（火）は休館
【観覧料】一般 650円（580円）
大高中 430円（390円）
小学生 320円（290円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金

常磐
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小川諏訪神社

いわき市勿来関文学歴史館企画展
「乙字のトランク」

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0246-25-1111

近代俳句に大きな足跡を残した大須賀乙字（1881～1920）は、いわき市ゆかりの
俳人です。父筠軒（いんけん）は漢学者として知られています。本展では、乙字の残し
たトランクに収納されていた手紙や書籍を通して、乙字の生涯や近代俳句に果たした役
割について考えます。
【開館時間】9時00分～17時00分（受付は16時30分まで）
※５月15日（水）、６月19日（水）は休館
【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

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

茨城県から青森県まで5県46市町村を駆け抜ける9日間の自転車の旅。電気もガソリ
ンも利用せず人力での道のりは、沢山のアップダウンや天候の変化など決して簡単では
ありませんが、仲間がいるから頑張れる。そして復興の現状を知ることのできる貴重な
体験となることでしょう。
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4月27日（土）
～5月５日（日）

第6回ツール・ド・東日本

鹿八800km

【募集人員】40名（最少催行人数10名）
【費用】フル参加 参加費50,000円＋旅行代金120,000円
ステージ参加（1区間） 参加費10,000円＋旅行代金要問合せ
※集合・解散時の往復交通費は費用に含みません。
【お申込方法】エントリーサイトよりお申込下さい。（申込締切：3月15日（金））
https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/76340
詳しくはHPをご確認ください。
http://shikahachi.com
勿来
常磐

ステージ1 鹿嶋市→いわき市
宿泊先：常磐湯本温泉 新つた

オズ・スポーツ・トラベル
TEL：03-5345-5528

美術館の立地である遠野町は過疎化、高齢化が進んでいます。そこで、中山間地域に
現在住んでいる方々、これからも住み続けようと決めている方々が幸せを感じられるよ
うに、地域の活性化を図りたいと考えています。
また、復興への思いを胸に自立のための一歩を踏み出そうとしているいわき市の方々
に、障害を抱えながら一人暮らしをする金澤翔子の力強い書が勇気を与えられたらとの
思いで、いわき市応援大使である書家金澤翔子の書展を東北で初めて開催します。

【前期】
4月27日（土）
～5月14日（火）
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【後期】
5月17日（金）
～6月2日（日）

金澤翔子書の屏風展（東北初）前期と後期の2期に分けて行い前期と後期で屏風の大
半を入れ替えます。これは金澤翔子の作品展では初めての試みです。
また、本格的に書を始めたのは5歳ですが、その前から筆持つことがあったので筆を
持ち始めてから30年ということで、～翔子30年の書の歩み～とサブタイトルを付けま
した。
金澤翔子書展
～翔子30年の書の歩み～

※展示作品数

常設作品約50点

■4月27日（土）

屏風約20点（予定）

13時30分～ セレモニー
14時00分～ 金澤翔子席上揮毫（書道パフォーマンス）

【開館時間】10時00分～16時00分（水曜日定休）
※5月1日（水）は営業します。
【入館料】大人800円
子ども（小～高校生）600円
障がい者手帳をお持ちの方 400円
遠野

4月27日（土）
～5月30日（火・
26 休）
5月5日（日）
～5月6日（月・休）

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチで宝探し

4月27日（土）
～11月30日（土）

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチ海開き

4月29日（月・祝）
～5月4日（土・祝）

アクアマリンふくしま
GW開館時間延長

5月1日（水・祝）
～5月4日（土・祝）

アクアマリンふくしま
きらめくイワシの大水槽

31 桜開花時～桜終了時

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチで潮干狩り

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

アクアマリンふくしま
2階 潮目の大水槽

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

世界最大級のタッチプール蛇の目ビーチで潮干狩りができます。採ったアサリやハマ
グリは持ち帰れます。
【受付】9時00分～14時00分
【参加費】ネット1枚1,000円 ※各日限定200枚（別途入館料が必要）
小名浜

三島八幡神社ライトアップ

アクアマリンふくしま

飼育スタッフが水槽に潜ってイワシにエサを与えます。いつもとは違ったイワシのダ
イナミックな動きに注目してください。
【時間】16時00分～
【参加費】無料（別途入館料が必要）
小名浜

5月11日（土）
5月12日（日）
5月18日（土）
30
5月19日（日）
5月25日（土）
5月26日（日）

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

GWにあわせて、通常17時30分までの開館時間を18時30分まで延長します。
（最終入館時間：17時30分）
GW期間中はイベントを開催します。
【入館料】大人1,800円
子ども（小～高校生）900円
小名浜
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アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチ

世界最大級のタッチプール「蛇の目ビーチ」が海開きします。裸足になってヒトデや
ナマコと触れ合うことができます。
【入館料】大人1,800円
子ども（小～高校生）900円
小名浜
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金澤翔子美術館
TEL：0246-89-2766

蛇の目ビーチの砂浜に隠された「タカラガイ」を見つけると、素敵なプレゼントがも
らえます。真白な「ウサギガイ」を見つけると特別なプレゼントも。
【時間】9時00分～11時00分 ※タカラガイが全て見つかった時点で終了
【参加費】無料（別途入館料が必要）
小名浜
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金澤翔子美術館

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

樹齢300年と500年の2本のシダレザクラがあり、朱塗りの鳥居とのコントラストが
美しい桜の名所です。夜間はライトアップも行われます。
【ライトアップ】18時00分～21時00分

平

三島八幡神社

三島八幡神社
TEL：0246-23-3410

○皆様、いわきのイベントにぜひお越しください！！

