いわき管内
イベント情報
（令和元年5月～6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（令和元年5月～6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

3月30日（土）
～5月6日（月・祝）

いわき湯本温泉さくらまつり

2

いわきの里鬼ヶ城
いわきの里鬼ヶ城

桜ライトアップ
春祭り

問い合わせ先（電話番号等）

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、花見提灯が点灯します。
【点灯期間】
■御幸山公園 3月30日～5月6日（月・祝） 17時00分～26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

湯本

【ライトアップ】
4月27日（土）
～4月29日（月・
祝）
5月4日（土）
～5月5日（日）
【イベント】
4月28日（日）

開催場所

御幸山公園
観音山公園

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

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。
【ライトアップ】
18時00分～20時00分頃まで
【イベント】
10時00分～（受付開始：9時30分）
川前

いわきの里鬼ヶ城

いわきの里鬼ヶ城
TEL：0246-84-2288

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

GW期間は、「ワンダーファームゴールデンウィークイベント2019」を開催しま
す。
美味しいものが色々集まる「うまいもの市」や、アルパカ牧場など楽しいイベントが
目白押し♪トマト狩りはGW期間中毎日開催します。
皆様おそろいで、ぜひワンダーファームへ遊びに来てください！
【開催時間】10時00分～15時30分
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4月27日（土）
～5月6日（月・祝）

ワンダーファーム
ゴールデンウィークイベント2019

■いわきうまいもの市
4月27日（土）～4月28日（日）
■JRラッピングバス
5月1日（水・祝）～2日（木・祝）
■出張！アルパカ牧場
5月3日（金・祝）
■キラリフリーマーケット
5月5日（日）
■トマト狩り
毎日開催
■インモーション
毎日開催 ※雨天時は中止となります

四倉
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4月27日（土）
～4月30日（火・
祝）
5月5日（日）
～5月6日（月・祝）

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチで宝探し

ワンダーファーム

ワンダーファーム
TEL：0246-38-8851

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

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチ

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

GWの期間中10日間はいわきFCフィールドを一般開放します！自由に遊べる期間限
定アスレチックパークを設置！芝生の上で自由にお食事をしたり寝っ転がったり運動し
たりピクニックを楽しんでいただけます！ぜひ2019年のGWはいわきFCパークでワク
ワク楽しくお過ごしください！
【PARK de PICNIC】
GW期間中はいわきFCフィールド上に特設アスレチックパークと鯉のぼりが登場！家族
で、お友達で、食べたり運動したり寝っ転がったり。GWはいわきFCフィールドで自由
にお過ごしください。
■日時：4月27日（土）～5月6日（月・祝）
【PARK CAFE】
「PARK de PICNIC」フィールド開放エリアの横には、ピクニックにぴったりのお食事
やコーヒーやドリンクなどを提供するGW期間限定「PARK CAFE」ブースも。フィー
ルドの芝生の上にレジャーシートを敷いて美味しいピクニックをお楽しみください！
■日時：4月27日（土）～5月6日（月・祝） 11時00分〜16時00分
■出展店舗：
Pizzeria e Craft Beer CRAFTSMAN /RED & BLUE CAFE / NISHI's KITCHEN
/ みそかつ 矢場とん
【いわきFCパーク わんぱくグルメフェア！】
いわきFCパーク全4店舗のレストラン&カフェが、GWにオススメの限定メニュー、看
板メニューをご用意！大人も子どもも、家族みんなで楽しめるわんぱくグルメを召し上
がれ！
■日時：4月27日（土）～5月6日（月・祝）
■メニュー：
Pizzeria e Craft Beer CRAFTSMAN 「チーズハンバーグ&とろとろオムライス」
RED & BLUE CAFE 「Rbスペシャルプレート」
NISHI's KITCHEN 「西シェフ特製ハンバーグカレー」
みそかつ 矢場とん 「わらじとんかつ定食」
【天体観測】
いわきFCフィールドの上で、春の夜空をスターウォッチング！
芝生の上でおとめ座やしし座、かに座など春の星座を観察しよう！
■日時：4月27日（土） 19時00分～21時00分（18時30分～
■参加料：無料
■定員：120名
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4月27日（土）
～5月6日（月・祝）

いわきFCパーク 2019ゴールデンウィーク
「PARK de PICNIC」！

受付開始）

【いわきFCパーク見学ツアー】
日本初の商業施設併設型クラブハウスである「いわきFCパーク」と日本で唯一のアン
ダーアーマー物流拠点「ドームいわきベース」の裏側を見学できる特別ツアー！
■日時：①4月28日（日）15時30分～16時30分
②5月2日（木・祝）10時30分～11時30分
■料金：500円（RED & BLUE CAFEのパンケーキサンドをご用意）
■定員：各20名（先着順）
【いわきスポーツアスレチックアカデミー体験教室】
いわきスポーツアスレチックアカデミーの体験教室を開催します。遊びながらスポーツ
万能になろう！
■日時：①4月29日（月・祝）11時00分～12時00分
②5月3日（金・祝）15時00分～16時00分
■定員：各100名
【PARK YOGA】
GWはいわきFCパークで朝ヨガを2回実施。みんなで気持ちのいい朝を迎えましょう！
■日時：①4月29日（月・祝）8時30分～9時30分（受付 8時15分～）
②5月3日（金・祝）8時30分～9時30分（受付 8時15分～）
■講師：①HARUKA（STUDIO ROOTS）
②TAIKI（STUDIO ROOTS）
■参加料：1,000円（税込）※参加者限定でパークで使える500円飲食券をプレゼン
ト！
■定員：各25名
【ミニ四駆レース体験】
自分だけのマシンをGETし、いわきFCパークに突如現れた特設コースでレースを楽し
もう！
■日時：4月30日（火・祝）11時00分～16時00分
■参加料：無料（自由参加）
【ドローン体験】
ドローンを操作して、いわきFCと試合している感覚をリアルに体験しよう！
■日時：4月30日（火・祝）11時30分～16時00分
■参加料：無料（自由参加）
■内容：①ドローンを使った記念写真コンテスト
②ドローンを使っていわきFCと試合をしている感覚を体験
③トイドローンフライトお菓子掴みコンテスト
【LOVOT体験】
LOVEをはぐくむ家族型ロボット「LOVOT」と遊べるブースがいわきFCパーク内に登
場！
■時間：4月30日（火・祝）11時30分～16時00分
■参加料：無料（自由参加）

常磐

いわきFCパーク

いわきFCパーク
TEL：0246-43-2677

【運動会】
この日は特別に選手と楽しめる運動会が開催。綱引きにリレーに駆けっこ！みんなでい
わきFCの選手にチャレンジしよう！
■日時：5月1日（水・祝）14時00分～16時00分
■参加費：無料
■定員：60名 ※当日参加可能（事前申し込みで定員に達した場合は当日参加不可）
【フィールドシネマ】
いわきFCフィールドが野外映画館に！芝生の上で映画鑑賞しよう！
■日時：①5月2日（木・祝）18時00分～
②5月3日（金・祝）18時00分～
■参加費：無料
■上映作品：①怪盗グルーのミニオン大脱走
②スパイダーマン
【PARK de ゴルフ】
いわきスポーツクラブ所属のゴルファー大田紗羅選手が参加。大人も子供も大田選手と
一緒にゴルフを楽しみましょう！
■日時：5月2日（木・祝）14時00分～15時00分
■参加費：無料
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4月27日（土）
～5月6日（月・祝）

いわきFCパーク 2019ゴールデンウィーク
「PARK de PICNIC」！

【フットサル「LOVE IWAKI CUP in GW」】＜事前予約制＞
いわきFCのスタッフチームも参加！「LOVE IWAKI CUP」がGW特別版。お友だちや
フットサル仲間、サッカー仲間を誘って出場しよう！
■日時：5月4日（土）17時00分～19時30分（受付 16時30分～）
■参加費（1チームあたり）
LOVE IWAKI会員：8,000円（税込）※チームに1名でも会員がいればOK！
ビジター：12,000円（税込）
■定員：4チーム
※各イベントのお申込みは、いわきFC公式WEBサイトで受付
URL：http://iwakifcpark.com
【GAME】
GWはいわきFCの公式戦がいわきFCフィールドで2試合開催！
【天皇杯福島県代表決定戦 準々決勝】
■対戦：いわきFC vs 未定
■日時：5月4日（土）13時00分 KICK OFF
【天皇杯福島県代表決定戦 準決勝】
■対戦：いわきFC vs 未定
■日時：5月5日（日）13時00分 KICK OFF
常磐

いわきFCパーク

いわきFCパーク
TEL：0246-43-2677

手作りの吊し雛飾りを浜風きららにて展示します！
開催中はワークショップが開催されます。また、雛飾りの小物販売も行います。
入場無料ですので、ぜひ御覧ください。
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4月28日（日）
～5月2日（木・祝）

浜風きらら
第6回 四季の和

【開催時間】10時00分～16時00分
※5月2日（木・祝）は15時00分まで
【ワークショップ】各日開催※先着申込み順
■午前の部 11時00分～12時00分（限定5組）
■午後の部 14時00分～15時00分（限定5組）
■料金
1,000円（飲み物他 付き）
久之浜

浜風きらら

吉原教室 石川氏
TEL：090-6257-7848

GW期間中はライブやダンスショー、御神輿渡御などなど、ワクワクなイベント満載
です。是非、いわき・ら・ら・ミュウで10連休のGWをお楽しみください！
【ウクレレ スーパーライブ2019】
■日時：4月28日（日）13時00分～
■場所：1階 旅客ターミナル
【えそんじとゆかいな仲間たち いわき応援ライブ】
■日時：4月30日（火・祝）12時00分～
■場所：1階 旅客ターミナル
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4月28日（日）
～5月5日（日）

いわき・ら・ら・ミュウＧＷわくわくイベント

【春季例大祭 かつぎ神輿】
■日時：5月3日（金・祝）10時40分頃…本神輿
11時20分頃…かつぎ神輿
■場所：駐車場
【フラ･タヒティアン ダンスショー】
■日時：5月4日（土）①11時30分～
■場所：1階 旅客ターミナル

②13時30分～

【YOSAKOIまつり】
■日時：5月5日（日）①11時30分～
■場所：南側広場

②14時00分～

【いわき郷土戦士 ジャンがラーがやってくる！】
■日時：5月5日（日）①11時00分～ ②13時00分～
■場所：旅客ターミナル
小名浜

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき・ら・ら・ミュウ
TEL：0246-92-3701

いわき市アンモナイトセンター主催による親子自然探訪教室「水辺の生き物を探しに
いこう！」を開催します。
春の三森渓谷を散策して、水辺にはどんな生き物がいるのか探検しよう！
参加は親子で、保護者と5歳程度のお子様から小学生・中学生までですので、是非ご
応募ください。
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4月29日（月・祝）

いわき市アンモナイトセンター
親子自然探訪教室

【開催時間】10時00分～13時00分頃
【募集対象】親子（保護者と5歳程度～小学生・中学生）
【教材費】無料
※別途入館料が必要です
※市内の小・中・高生、65歳以上の入館は無料
【応募方法】事前予約制です。電話・窓口にてお申し込みください。
【応募締切】4月28日（日）
※準備物があります。お申し込み時にお知らせします。
大久

いわき市アンモナイトセンター

いわき市アンモナイトセンター
TEL：0246-82-4561

小名浜諏訪神社にて、小名浜諏訪神社例大祭が開催されます。
重さ約2トンの千貫神輿や大神輿、子供神輿が小名浜の街なかを渡御いたします。
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5月2日（木・祝）
～5月3日（金・祝）

小名浜諏訪神社例大祭

■宵宮祭：5月2日（木・祝）19時00分～
■本宮祭：5月3日（金・祝）8時00分～

小名浜

小名浜諏訪神社～小名浜一円

小名浜諏訪神社
TEL：0246-92-2656

本神輿と東日本最大級の「勝ち運太鼓」を先頭に、200人ほどの担ぎ手さんが交代で
担ぎ神輿・子供神輿を担ぎ、小名浜の街なかを練り歩きます。
また、くりぬき太鼓としては東北一大きい「勝ち運太鼓」は小名浜市民会館などでお
披露目演奏予定です。
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5月3日（金・祝）
～5月4日（土）

小名浜鹿島神社春季例大祭

■宵祭り：5月3日（金・祝）
■本祭り：5月4日（土）
本神輿 … 出発：8時00分
担ぎ神輿… 出発：9時00分

小名浜

宮入：16時20分～
宮入：16時20分～

小名浜鹿島神社

小名浜鹿島神社
TEL：0246-53-2591

重さ1.5トンの本神輿が81段の急な階段を下り、子供神輿と共に威勢よく江名の街な
かを練り歩きます。
江名漁港ではお潮採り神事が執り行われ、航海安全などを祈願します。
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5月3日（金・祝）
～5月4日（土）

江名諏訪神社例大祭

■宵祭り：5月3日（金・祝）19時00分～
■本祭り：5月4日（土）
8時30分～

小名浜

江名諏訪神社

江名諏訪神社
TEL：9246-55-7468

３日の宵祭りでは、いわき市の無形民族文化財に指定されている出雲流神楽の大和舞
（やまとまい）と、氏子による稚児舞（ちごまい）が奉納されます。
４日の本祭りでは、神輿が街なかを練り歩きます。
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5月3日（金・祝）
～5月4日（土）

大國魂神社例大祭

■宵祭り：5月3日（金・祝）17時30分～
■本祭り：5月4日（土）
6時00分～ 出発：7時00分～

平

大國魂神社

宮入：19時00分～

大國魂神社
TEL：0246-34-0092

クラフトビールとは、ブルワーがビールと真摯に向き合い、精魂込めて造り出す「独
自の解釈でスタイルを進化させたビール」「ユニークな副原料や醸造法を使った独創的
なビール」「伝統的なスタイルを厳守または踏襲したビール」の事を指します。
ビア博いわきは、来場いただいた皆さまが楽しめる非日常空間、笑顔になれるひと時
をご提供します！
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5月3日（金・祝）
～5月5日（日）

BEER（ビア）博いわき‘19

【開催時間】13時00分～22時00分
【チケット】 前売り通常 1,000円（1ドリンク付）
前売り特別 5,000円（1＋10ドリンク付）※枚数限定
ぴあ前売り 1,200円（1ドリンク付）
当日
1,500円（1ドリンク付）

平

磐城平城本丸跡地

ビア博いわき実行委員会
TEL：080-2373-0365

毎年恒例のハンドクラフト展を5月3日（金・祝）～5日（日）の3日間開催します！
フラワーボトル・消しゴムハンコ・バードコール・ペンダント作り・風呂敷バック・
湯のみづくりなどなど、様々な手作り体験を実施します！
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5月3日（金・祝）
～5月5日（日）

いわき市石炭・化石館ほるる
ハンドクラフト展

【開催時間】10時00分～17時00分（最終日は16時30分終了）
【体験内容】
■湯のみ・小皿作り体験 （遊心窯）1,000円
■いわきだるま・いわき絵のぼりの展示 （高橋工房）
■ミルフィオリを使用したペンダント作り （ガラス工房「きたの」）800円
■バードコールの制作体験 （木工房大杢）500円
木工製品の展示 （木工房大杢）
■消しゴムハンコ （工房光）500円
ガラス絵体験 （工房光）800円
■ミニフラワーボトルの製作体験 （フラワースタジオ・ミヨコ）1,000円
※3日、4日のみ出店
■風呂敷バッグの結び方体験、祝布等の販売 （呉服処根本）

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

大人神輿4基、子供神輿2基で、久之浜の街なかを練り歩きます。
16 5月4日（土）

久之浜合同神幸祭

■本祭り：5月4日（土）
久之浜
大久

10時40分～

久之浜諏訪神社

久之浜合同神幸祭実行委員会
TEL：0246-82-2456

花火の合図とともに、諏訪神社神輿1基が、四倉の街なかを練り歩きます。
大杉神社（安波）、出羽神社（羽黒）の神輿2基は車渡御します。

17 5月4日（土）

四倉諏訪神社例大祭

■本祭り： 7時00分頃 祭礼執行 花火合図
9時00分頃 例大祭祭典挙行
9時40分頃 神輿御霊入れの儀
10時00分頃 神輿出御 花火合図
12時00分頃 道の駅よつくら港・チャイルドハウスふくまる敷地内
（四倉町安全祈願祭執行）
15時00分頃 塩木地区渡御（地区安全祈願祭執行）
15時20分頃 JR四ツ倉駅前
16時00分頃 神輿還御
四倉

四倉諏訪神社

四倉諏訪神社
TEL：0246-32-2485

五穀豊穣や天下泰平を祈り、JR泉駅を経由し泉地区を約5キロ渡御します。大人神
輿、子供神輿、天狗、太鼓・篠笛演奏がともに練り歩きます。
18

5月4日（土）
～5月5日（日）

泉諏訪神社例大祭

■宵祭り：5月4日（土）
■本祭り：5月5日（日）10時30分～
神輿渡御 11時00分頃～
小名浜

泉諏訪神社

泉諏訪神社
TEL：0246-56-6450

福島田んぼアートプロジェクト。皆さんの応援もあり、おかげさまで3年目を迎える
ことが出来ました。そして、令和元年となる最初のイベントは、恒例どろんこまみれの
田植え体験に加え、なんと絵柄が変わります。 子供も大人もGWにみんなで思い出を作
りましょう！
【スケジュール】
田んぼ集合：10時00分
全体説明 ：10時00分～10時15分
田植え午前：10時15分～12時00分
お
昼：12時00分～12時45分
田植え午後：12時45分～15時00分
19 5月5日（日）

2019田んぼアート田植え体験in四倉

【参加費用】
大人：1,000円 子供：500円（お弁当、お茶付き、保険料込）
【お申込方法】Facebookにてお申し込みください。
(https://www.facebook.com/events/2260146967375125/)
・個人参加：イベント参加ボタンを押してください。
・グループ参加：代表者はイベント参加ボタンを押していただき、参加人数（大人○
名、子供○名）をメッセンジャーにてお知らせください。
【その他】
汚れても良い服装でお願い致します。
長靴やタオルなどは各自でご用意下さい。
四倉

ワンダーファーム

福島田んぼアートプロジェクト
TEL：080-6293-2843

勾玉づくり・埴輪づくり・鹿角ペンダントづくりなど、子どもから大人まで楽しめる
体験学習会となっています。その他、火おこしや弓矢なども楽しめます。
【開催時間】午前の部 9時30分～11時30分（受付時間：9時00分～）
午後の部 13時30分～15時30分（受付時間：13時00分～）
■勾玉づくり （体験時間 約1時間）
【定員】各回20名
【材料費】350円

20 5月5日（日）

いわき市考古資料館
GW体験学習会

■埴輪づくり （体験時間 約2時間）
※要予約（4月9日より電話又は窓口にて）
【定員】各回20名
【材料費】500円
■鹿角ペンダントづくり
【定員】各回20名

（体験時間 約1時間）
【材料費】300円

■火おこし （体験時間
【定員】随時

約10分）
【材料費】200円

■弓矢体験 （体験時間
【定員】随時

約5分）
【材料費】100円

常磐

21 5月12日（日）

いわき湯本温泉 以和貴 温泉神社 神輿渡御＆献
湯祭

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」

【スケジュール】
11時30分 集合 湯本温泉旅館協同組合事務所（JR常磐線湯本駅前）
着替え・昼食
14時00分 温泉神社 出発 温泉街を練り歩きます。（途中休憩有り）
17時00分 納め 着替え 入浴等

春のオープンデー

いわき湯本温泉郷一円

いわき湯本温泉さつきまつり実行委員会

TEL：0246-42-4322

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

23 5月19日（日）

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

いわき湯本温泉 温泉神社の年に一度の神輿渡御が執り行われます。大神輿と華神輿
が賑やかに湯本温泉の街なかを練り歩きます。
また、この神輿渡御の担ぎ手を募集します！
男性の大神輿と女性の華神輿の2基の募集です。国籍、男女、体力を問いません。 成
人（未成年不可）されている方でお願いいたします。
神輿を担いだ経験が無い方も歓迎です。
皆さまと一緒に神輿を華やかに担ぎまわれることを願っています！

常磐

5月19日（日）
22 （応募締切：5月12
日）

いわき市考古資料館

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

施設を広く地域の皆さまに開放し、いわき海浜自然の家の活動を知っていただく春の
オープンデーを開催します。フラダンスショー、海の生き物にふれるタッチプール、
ニュースポーツ、段ボール迷路、クラフト体験など、さまざまな自然体験活動のほか、
海浜レストランでは海浜カレーやソースカツ丼などの軽食を販売。お風呂も開放します
（タオル持参）。
【時間】10時00分～15時00分（ただし、無くなり次第終了）
【持参物】上履き
※体験プログラムによっては、事前予約が必要な場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
久之浜

いわき海浜自然の家

いわき海浜自然の家
TEL：0246-32-7700

競走馬のプールでのリハビリが始まります！
JRA競走馬リハビリテーションセンターでは、5月24日（金）に、競走馬用スイミン
グプールのプール開きを実施します。
JRA競走馬リハビリテーションセンターは、競走馬が疾病（骨折や屈腱炎等）を発症
した後、病態を把握しながら適切な調教メニューを組み、競走復帰を後押しするリハビ
リテーション業務を行っています。
プール開き後は、一般見学と共に、プールでのリハビリも見学できます。

24 5月24日（金）

競馬用スイミングプールのプール開き

■プール開き
【日程】5月24日（金）13時30分～
【駐車場】有り
※馬の入場前にプール施設にご案内します。13時00分までお越しください。
※天候・気温・水温等の条件により延期することがあります。ご了承ください。
■見学日程
【見学時間】9時00分〜17時00分
（平日は15時00分頃まで、土曜日・祝日は午前中なら馬を見ることができます）
【休所日】日曜日
【料金】無料

常磐

JRA競走馬リハビリテーションセン
ター

JRA競走馬リハビリテーションセンター

TEL：0246-43-3185

5月26日（日）
25 （応募締切：5月19
日）

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「あけびの蔓細工」

あけびの蔓で、自然の素材を活かした自分だけのかごを編みましょう。
【開催時間】10時00分～15時00分
【参加費】2,500円
【募集期間】平成31年2月1日（金）～5月19日（日）（定員15名）
定員になり次第締切。
遠野

26 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

「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）
詳しくは「https://www.sports-fukushima.or.jp/」福島県体育協会HPへ
内郷

6月23日（日）
27 （応募締切：6月16
日）

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
「麦わら細工」

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 」

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

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）
31
※一部エリアは4月
20日（土）から開始

いわき市遠野オートキャンプ場
TEL：0246-74-1031

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

30

いわき市遠野オートキャンプ場

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
29 12月13日（木）
～5月26日（日）

公益財団法人福島県体育協会
TEL：024-521-7896

麦わらを利用して、部屋に素敵な花瓶を飾りましょう。プレゼントにも最適！
【開催時間】9時30分～12時00分
【参加費】1,200円
【募集期間】平成31年3月1日（金）～6月16日（日）（定員10名）
定員になり次第締切。
遠野

平成30年
28 11月7日（水）
～5月26日（日）

内郷コミュニティ―センター

県内25エリア
（番外編：特別企画2エリア）

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）

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
の裏話もご紹介します。
小名浜

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
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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－」

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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4月13日（土）
～5月26日（日）

蜷川実花展
－虚構と現実の間に－

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
平

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0246-25-1111

草野心平の創作における代表的な主題の一つが「蛙」です。
1928年に刊行した初の活版による詩集『第百階級』収録作品をはじめ、彼は蛙を主
題にした詩を200篇以上つくりました。
本展では、心平が蛙の詩を創作した背景、そして様々な解釈によって読者の感性に問
いかける表現手法などを、関連資料や彼自身による作品への言及から解説し、その魅力
をあらためて紹介します。
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4月13日（土）
～6月30日（日）

企画展

草野心平

蛙の歌

【開館時間】9時00分～17時00分（入館は16時30分まで）
※休館日／月曜日（4月29日、5月6日は開館）
【観覧料】（常設展示観覧料を含む）
一般 430円（340円）
高・専修・高専・大生 320円（250円）
小・中生 160円（120円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
■記念講演会「草野心平と蛙の詩をめぐって」
【日時】5月12日（日）14時00分～15時00分
【講師】齋藤 貢
小川
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４月20日（土）
～７月16日（火）

いわき市勿来関文学歴史館企画展
「乙字のトランク」

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）

アクアマリンふくしま
GW開館時間延長

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

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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草野心平記念文学館
TEL：0246-83-0005

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
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草野心平記念文学館

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

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

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525
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5月1日（水・祝）
～5月4日（土）

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）

アクアマリンふくしま
きらめくイワシの大水槽

小名浜

5月11日（土）
5月12日（日）
5月18日（土）
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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
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）

アクアマリンふくしま
蛇の目ビーチで潮干狩り

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

平成30年度にいわき市内で発掘調査および整理・報告書作成が行われた遺跡の調査成
果をいち早く公開・展示し、市民のみなさまに最新のいわきの歴史を提供します。
＊公益財団法人いわき市教育文化事業団と共催
５月25日（土）
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～７月15日（月）

第1回企画展 ｢平成30年度発掘速報展」

■遺跡報告会・講演会
展示遺跡の調査成果報告。(公財)いわき市教育文化事業団職員が発表。
あわせて、平成30年度に新たに指定された文化財について、市文化財保護審議会委員が
解説します。
【日時】6月8日（土）13時30分～15時00分

常磐

いわき市考古資料館

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

当館所蔵の現代アート作品を見て、描いたり作ったりする活動や言葉をつなぎあわせ
る活動など作品に関連したプログラムが体験できる展覧会です。見るだけではなく体験
を通して現代アートの面白さを味わってください。
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6月8日（土）
～7月7日（日）

※休館日：月曜日
見て・考えて・表現して
※午前9時30分から午後5時まで（展示室への入場は閉館30分前まで）
体験！いわ美 ― コレクションによるアートプロ ※7月、8月の毎週金曜日は、夜8時まで開館
グラム―
【観覧料】 一般 400円（320円）
高・高専・大生 200円（160円）
小・中生 100円（80円）
※（ ）内は20名以上の団体割引料金
平
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6月29日（土）
～8月8日（木）

いわき市立美術館

いわき市立美術館
TEL：0246-25-1111

アクアマリンふくしまに展示している生き物たちをモチーフにした七夕飾りをアクア
マリンふくしま館内に展示します。
アクアマリンふくしま

七夕飾り展示
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！！

