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いわき管内イベント情報（令和元年6月～7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

開催場所

問い合わせ先（電話番号等）

いわき市草野心平記念文学館において、ボランティアの会の事業として、「朗読サロ
ン」が開催されます。楽しみながら、朗読を学ぶことができます。 参加も無料、申し込
みも不要ですので、お気軽にご参加ください。
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6月1日（土）

草野心平記念文学館
朗読サロン

【開催時間】11時00分～12時00分
【参加費】無料
【申込】不要
小川

草野心平記念文学館

草野心平記念文学館
TEL：0246-83-0005

いわき市暮らしの伝承郷 演奏会として、「ハーモニカ演奏会①」を開催いたしま
す。
曲目は、「茶つみ」「千の風になって」「きよしのズンドコ節」などです。
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6月1日（土）

いわき市暮らしの伝承郷
演奏会「ハーモニカ演奏会①」

【開催時間】10時30分～11時30分
【観覧料】不要
平
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6月1日（土）

地球にやさしい”ふくしま”県民会議夏の普及
啓発活動

いわき市暮らしの伝承郷
（休憩コーナー）

いわき市暮らしの伝承郷
TEL：0246-29-2230

地球温暖化対策の一環として、電力需要が高まる夏季における省資源・省エネルギー
を呼びかけるため、街頭での啓発資材の配布を行います。
【時間】11時00分～12時00分

平

LATOV（ラトブ）

福島県環境共生課
TEL：024-521-7813

いわき市暮らしの伝承郷 体験学習として、「民話の語り②」を開催いたします。
（語り手：小澤洋子さん）
是非皆さまでご参加ください！
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6月8日（土）

体験学習「民話の語り②」

【開催時間】13時30分～14時30分
【観覧料】一般
330円
高・高専・大学生 210円
小・中学生
170円
平
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6月8日（土）
～6月9日（日）

6月9日（日）

いわき市暮らしの伝承郷
TEL：0246-29-2230

フラガール誕生の聖地・スパリゾートハワイアンズ「ビーチシアター」にて全国のフ
ラ愛好者によるフラのフェスティバルを開催します。
ジャパンフラガールフェスティバル
常磐
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いわき市暮らしの伝承郷
（旧川口家）

いわき・ら・ら・ミュウ
第7回 かつお祭

スパリゾートハワイアンズ

スパリゾートハワイアンズ
TEL：0246-43-3191

いわき・ら・ら・ミュウにて、「第７回 かつお祭」を開催します。
生鰹の特売など、全館かつお尽くしの一日。お得に購入できるこの機会に、是非いわ
き・ら・ら・ミュウへお越しください！

小名浜

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき・ら・ら・ミュウ
TEL：0246-92-3701

平の街なか、平三丁目で年に4回開催するジャンボリー。
雑貨、お菓子、アクセサリー、ごはん、野菜直売、音楽、まちなか探検。 商店街の
ちょっといいが集まりました。
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6月9日（日）

三丁目ジャンボリー

【開催時間】11時00分～16時00分 ※荒天中止
【公式WEB】https://www.facebook.com/3Jamoree/

平

平三町目本町通り（もりたかや前）

三町目商店街青年部（スタンツァ北
林）
TEL：0246-35-5767

いわきのブランドトマト「サンシャイントマト」「親バカトマト」「愛菜とまと」の
販売や、市内飲食店等によるいわきトマトのフード＆スウィーツの提供、ゆるキャラ
「アグリン☆ファイブ」のクイズラリーなど楽しいイベントが盛りだくさん！！
会場付近の駐車場は大変込み合いますので、便利な臨時駐車場＆シャトルバスを
ご利用下さい。シャトルバスご利用のお客様には、トマトや「アグリン☆ファイブ」
グッツが当たる抽選券をお配りします。
皆様のお越しをお待ちしてます！！
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6月15日（土）

『いわきのトマトを食べ尽くせ！！』
～いわきトマトFes！！2019～

【開催時間】10時00分～15時00分 ※雨天決行
【シャトルバス乗り場】 定員：25名（満席の際は次発のバスをご利用ください）
①JA福島さくらカントリーエレベーター
（臨時駐車場）※9時40分～（15～20分間隔）
②四倉海水浴場
（臨時駐車場）※9時40分～（15～20分間隔）
③JR四ツ倉駅
※9時40分、10時45分、12時05分、13時35分

四倉
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6月15日（土）
7月10日（土）

フラのまちオンステージ2019
～フラ女将と仲間たち～

いわきトマトFes！！事務局
TEL：0246-22-7479

ワンダーファーム

フラのまち「いわき湯本温泉」ならではの女将による「着物deフラ」を鶴のあし湯広
場にて披露いたします。
【開催時間】17時00分～20時30分 ※小雨決行
（フラ女将withフラシティブラザーズは20時00分～）

常磐

いわき湯本温泉

鶴の足湯

「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

魚釣りや生き物の観察をする磯遊びなどを行います。海での遊びを丁寧に教えていき
ますので、海遊び初心者でも大丈夫！
ご家族お揃いで、遊びに来てください！（小雨決行）

10 6月16日（日）

いわき海浜自然の家 企画事業
「遊ぼう！ 初夏の海で」

【時間】9時30分～15時00分
【参加費】1人240円（釣りしかけ代）
1家族1グループあたり600円（釣りえさ代）
※昼食弁当（500円）希望者のみ。持参も可。
【対象・定員】小学校に通う児童とその家族 40名程度
【持参物】活動に適した服装、飲み物、上履き、長靴またはぬれてもよい靴、雨具、健
康保険証等
【申込み方法】申込用紙（以下HPからダウンロード可能）に必要事項を記入の上、郵送
またはファクシミリにてお申し込みください。
（郵送先）いわき市久之浜町田之網字向山字53
（FAX番号）0246-32-7730
【申込締切】6月2日（日）16時30分必着 ※応募多数の場合は抽選となります。
【公式WEB】http://iwaki-nc.fcs.ed.jp/

久之浜

6月23日（日）
11 （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」

いわき海浜自然の家

いわき海浜自然の家
TEL：0246-32-7700

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

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

いわきが舞台となった映画をもう一度見つめ直す「イワキノスタルジックシア
ター」。
第4弾では映画『浮草日記』をチームスマイル・いわきPITにて上映いたします。
終了後はロケ地を巡る”イワキノスタルジックリポート”をご覧いただき、当時と現
在の様子を見比べていただきます。
元号が令和となり新時代がスタートしますが、映画を通していわきの産業を支えた昭
和時代を振り返ってみませんか。皆様のご参加をお待ちいたしております。
12 6月23日（日）

イワキノスタルジックシアター
第4弾『浮草日記』

【料金】チケット：1枚1,000円
取り扱いについては、チームスマイル・いわきPITへお問い合わせください。また、長
時間の上映となりますので、映画ご鑑賞の際は椅子用のクッションをご持参ください。
【プログラム】
12時30分 開場
13時00分 上映（上映時間108分）

平

チームスマイル・いわきPIT

チームスマイル・いわきPIT
TEL：0246-38-3826
（10:00～17:00/毎週月曜休館）

「湯立神事」とは、境内の大釜にお湯を沸かし、神職が笹の葉を使いお祓いをする神
事です。そのしぶきにあたり、更には笹の葉を持ち帰り家にまつることにより、厄難か
ら逃れられると信じられています。
御参列は自由です。斎場となる境内大釜の周りに席を御用意します。

13 6月29日（土）

金刀比羅神社湯立神事（くがたちしんじ）
・夏越の大祓（なごしのおおはらえ）

「夏越の大祓」とは、一年の上半期の罪・穢れを祓い清め、来る半期を無病息災に過
ごせることを願い行う神事です。
境内に「茅の輪（ちのわ）」・「人形（ひとがた）」を用意いたします。「茅の輪」
はご自由にくぐり、ご自身の身を清めていただきます。「人形」は神社にて授与致しま
す（一体200円）。人形で身体を撫で、息を吹きかけ、罪・穢れをうつしたものを神社
にお納めいただきます。
【時間】11時00分～
常磐

14 7月20日（土）

オリンピックコンサート2019 in いわき

金刀比羅神社

金刀比羅神社
TEL：0246-43-1001

感動的なオリンピック映像を壮大なフルオーケストラの演奏とともにお贈りするスペ
シャルコンサート！
オリンピックコンサートはオリンピック・ムーブメントの推進を目的に、感動的なオ
リンピック映像を壮大なフルオーケストラの演奏と共にお贈りするスペシャルコンサー
トです。東北地方では今回がはじめての開催となります。
“輝く夢に向かって！”をテーマに、1年あまりに迫った東京2020大会が、すべて
の人々にとって輝ける大会となるように、いわき市民の方々と共にオリンピックの理想
と感動を共有します。
【開催時間】17時00分（開場16時30分～）
【出演者】指揮：粟辻聡
オーケストラ：THE ORCHESTRA JAPAN
ナビゲーター：藤本隆宏
合唱：いわき市内中高生合唱部有志 他
【曲目】映画「E.T.」から“地上の冒険”
幻想序曲「ロメオとジュリエット」から
オリンピック賛歌 他
【料金】全席指定／S席 3,800円 A席 3,000円 B席2,200円（いずれも税込み）
【申込】アリオスチケットセンター（火曜定休） TEL：0246-22-5800

平

いわき芸術文化交流館アリオス
大ホール

いわき市 文化振興課 文化振興係
TEL：0246-22-7544

森林や湖に親しむことにより心身をリフレッシュしながら、森林やダム等のもってい
る自然豊かな空間をとおして、社会生活にはたしている役割について理解していただく
ことを目的に定められた「森と湖に親しむ旬間」（7月21日～7月31日）のイベントで
す。
小玉ダムでは一般の方を対象に「小玉ダム体験ツアー」として、ダム施設を開放し普
段見ることのできないダムの内部の見学や、ボートによるダム湖の巡視体験などを行い
ます。
15 7月21日（日）

小玉ダム体験ツアー
（森と湖に親しむ旬間イベント）

【体験ツアーの内容】※天候不良時は中止となることもあります
・小玉ダムスタンプラリー
・ダム監査廊内体験ツアー（ダム堤体内部見学）
・こだま湖巡視ボート体験ツアー
・小玉ダムペーパークラフト製作

小川
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7月27日（土）
～7月28日（日）

おなはま海遊祭

小玉ダム

小玉ダム管理所
TEL：0246-83-2861

おなはま海遊祭は「いわき花火大会」のプレイベントとして行われており、小名浜の
夏を感じることができる市民参加型のイベントです。
海上ではキッズボートやジェットスキー、バナナボートの体験乗船、ジェットスキー
アクロバットショー、陸上ではステージショーや子供の広場、日産モーターショーなど
たくさんのイベントでにぎわいます。
【開催時間】10時00分～16時00分（両日）

小名浜

アクアマリンパーク

いわき花火大会実行委員会
TEL：0246-53-5677

森林や湖に親しむことにより心身をリフレッシュしながら、森林やダム等のもってい
る自然豊かな空間をとおして、社会生活にはたしている役割について理解していただく
ことを目的に定められた「森と湖に親しむ旬間」（7月21日～7月31日）のイベントで
す。
地元の四時川流域ダムまつり実行委員会が主催者となり、「四時ダムまつり」を開催
します。
17 7月28日（日）

第24回四時ダムまつり
（森と湖に親しむ旬間イベント）

【四時ダムまつりの内容】
・スタンプラリー
・巡視船乗船体験
・お楽しみ抽選会
勿来

四時ダム

鮫川水系ダム管理事務所
TEL：0246-63-2155

いわき市遠野オートキャンプ場 体験イベントとして、「魚のつかみ取り」を開催い
たします。
魚のつかみ取りをした後、焼いて食べます。自然の恵みを親子で感じよう！

18 7月28日（日）

いわき市遠野オートキャンプ場体験イベント
魚のつかみ取り

【開催時間】10時00分～13時00分
【参加費】1,500円
【定員】30名
【備考】２歳以上から小学6年生までのお子様が対象になります。保護者の同伴をお願
い致します。
【募集期間】4月1日～7月21日
【申込方法】施設へ直接お申し込みください。なお、お申し込みは先着順となり、定員
になり次第締切となりますが、キャンセル待ちをお受けする場合があります。

遠野
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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

いわき市遠野オートキャンプ場

「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。
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）
20
※一部エリアは4月
20日（土）から開始

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～

いわき市遠野オートキャンプ場
TEL：0246-74-1031

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

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）

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。
4月13日（土）
21
～6月30日（日）

草野心平記念文学館
草野心平 蛙の歌

企画展

【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
【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

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

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）
※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

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」で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

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

24

５月25日（土）
～７月15日（月）

いわき市考古資料館 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
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5月27日（月）
～6月7日（金）

5月29日（水）
～9月1日（日）

いわき市考古資料館
TEL：0246-43-0391

二酸化炭素の排出削減目標などを自ら定め、省資源・省エネルギーに取り組む「福島
議定書」事業にご参加いただいた事業所の皆様の取組結果などをパネル展示します。
「福島議定書」事業（事業所版）パネル展示

平

26

いわき市考古資料館

アクアマリンふくしま
世界カワウソの日特別企画
「カワウソフォトコンテストinアクアマリンふ
くしま」

LATOV（ラトブ）

福島県環境共生課
TEL：024-521-7813

「カワウソフォトコンテストinアクアマリンふくしま」で入賞した作品を「カワウソ
のふち」で展示します。

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

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
※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）
見て・考えて・表現して
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
【観覧料】 一般 400円（320円）
グラム―
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）

アクアマリンふくしま
七夕飾り展示

7月13日（土）
～8月15日（土）

海水浴（海開きイベント）

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。

小名浜
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いわき市立美術館

アクアマリンふくしま

アクアマリンふくしま
TEL：0246-73-2525

夏はいわきで海水浴！
海開き式典は、7月13日（土）に勿来海水浴場をメイン会場として4海水浴場で開催
します。
久之浜・波立海水浴場は、東日本大震災以降、復旧工事などにより海開きを取りやめ
ていましたが、本年9年ぶりに再開します。
いわきの夏、いわきの海を、本年もどうぞお楽しみください！
久之浜
四倉
平
勿来

久之浜・波立海水浴場
四倉海水浴場
薄磯海水浴場
勿来海水浴場

いわき市観光事業課
TEL：0246-22-7480

アクアマリンふくしまならではの疑問や生き物の不思議を飼育員が回答し、パネルで
わかりやすく解説します。
【展示期間】7月20日（土）～9月1日（日）
30

7月20日（土）
～9月1日（日）

アクアマリンふくしま
夏休みアクアマリンこども相談室

疑問を、手紙またはメール、館内投書で募集します。対象は高校生までです。応募に
ついて詳細はホームページをご確認ください。https://www.aquamarine.or.jp/
【質問募集期間】5月18日（土）～6月16日（日）

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！！

