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塙町 はなわダリア祭り
〜10月31日㈭まで／湯遊ランドはなわ
問塙町観光協会　0247-43-3400
　湯遊ランドはなわ　0247-43-3000

郡山市 大
おお

安
やす

場
ば

史跡公園　古墳まつり　秋
10月5日㈯ ・ 6㈰／大安場史跡公園
問大安場史跡公園　024-965-1088

双葉町 第26回双葉町総合美術展
10月9日㈬ ・ 10日㈭／郡山市民プラザ  ビッグアイ  ６階展示場
問双葉町教育委員会　教育総務課生涯学習係　0246-84-5210

大玉村 玉井神社の秋祭り
10月12日㈯ ・ 13㈰／玉井神社
問大玉村観光協会　0243-24-8136

田村市 第2回星の村天文台スターライトフェスティバル
10月12日㈯〜14日㈷／星の村天文台
問星の村天文台　0247-78-3638
猪苗代町 野口英世記念ばんだい高原国際音楽祭

10月12日㈯〜14日㈷／猪苗代町体験交流館「学びいな」・野口
英世至誠館・アンジュール猪苗代・リステル猪苗代
問猪苗代町生涯学習課　0242-72-0180

下郷町 郷山ウオーク 「初秋の会津松川街道を歩く」
10月13日㈰／会津松川街道
問下郷町観光協会　0241-69-1144

湯川村 新米祭り　人・川・道ふれあいフェスタ
10月13日㈰／国道49号「宮古橋」北側  多目的広場
問湯川村産業建設課　0241-27-8840
　地域振興課　0241-27-8831

鏡石町 田んぼアート稲刈りイベント
10月14日㈷／鏡石町図書館北側水田
問かがみいし田んぼアート実行委員会　0248-62-2118

いわき市 第10回 いわき街なかコンサート in TAIRA 2013
10月19日㈯ ・ 20㈰／JRいわき駅前周辺
問いわき街なかコンサート実行委員会　 0246-47-0130

三島町 第9回会津の編み組工芸品展
第4回東北六県伝統的工芸品展

10月19日㈯ ・ 20㈰／三島町交流センター山びこ
問三島町生活工芸館　0241-48-5502

川内村 2013かわうち復興祭
10月20㈰／いわなの郷
問川内村復興対策課復興係　0240-38-2112

西郷村 うつくしま・みずウォーク2013 源流の郷　西郷大会
10月26日㈯／キョロロン村ねころんぼ広場
問西郷村商工観光課　0248-25-2910
会津若松市 会津ブランドものづくりフェア2013
10月26日㈯ ・ 27㈰／あいづドーム
問会津若松市商工課　0242-39-1252

金山町 奥会津ごっつおまつり
10月26日㈯ ・ 27㈰／金山町民体育館周辺
問金山町商工観光係　0241-54-5327

棚倉町 城下町棚倉わくわくフェスタ2013
11月3日㈷／ルネサンス棚倉（駐車場）
問城下町棚倉わくわくフェスタ実行委員会　 0247-33-2113

三春町 三春ウオーク2013
第10回三春秋まつり（11/9・11/10）も同時開催 

11月9日㈯／三春町運動公園スタート・ゴール
問三春町産業課　0247-62-3960
会津坂下町 ばんげいにしえ街道新そば祭り
11月9日㈯ ・ 10日㈰／会津坂下町農村環境改善センター
問会津坂下町観光物産協会　0242-83-2111

小野町 2013小町ふれあいフェスタ
11月9日㈯ ・ 10日㈰／小野運動公園
問小町ふれあいフェスタ実行委員会　0247-72-6939

検 索検 索福島県内の主な行事その他の行事はホームページ
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11
月

　野沢駅は今年で開業
100 周年を迎えます。
これを記念して「鉄道で
つなぐ西会津美味いも
の巡り」と称し、県の食
の魅力をＰＲするＢ級グ
ルメの出店をはじめ、町
内の観光名所巡りと併
せ、全国に２カ所しかな
い 貴 重なラッセル 車、
ロータリー車の展示場
を目指すウオーキング、
ミニＳＬ乗車体験など、
内容盛りだくさんのイベ
ントを開催します。

　ラーメンの街として知
名度の高い喜多方ですが、
実は県内一のそばの栽培
面積を誇っており、山間
部を中心に寒暖差の大き
な気候により良質のそばが育ちます。山都新そばまつ
り、会津たかさと雷神新そばまつりを皮切りに 11 月
24 日（日）までの期間、喜多方・熱塩加納・塩川の各
地区でそれぞれ新そば祭りが開催されます。
　山都新そばまつりは、「海の幸

さち
・山の愛

めぐみ
特産品交流事

業」イベントとの同時開催、会津たかさと雷神新そばま
つりでは、郷土芸能も楽しめます。ぜひ、ひきたて、打
ちたての新そばをご堪能ください。
10 月19 日（土）

・ 20 日（日）第 30 回山都新そばまつり
10 月19 日（土）

・ 20 日（日）
第 10 回会津たかさと
雷神新そばまつり

11月  3 日（祝） 岩月新そば祭り
11月10 日（日） ひめさゆりといでゆの里 手打ち

そば伝承の集い新そば舌しらべ
11月 23日（祝） 第 14 回塩川新そば祭り
11月 24 日（日） 上高額新そば祭り

西会津町商工会
☎0241（45）3235　

喜多方観光協会
☎0241（24）5200

県内の主なイベント

西会津町野沢駅開業100周年記念イベント
鉄道でつなぐ西会津美味いもの巡り
10月13日（日）

新そばまつり 【山都・高郷】
10月19日（土）・20日（日）

西会津町

喜多方市

回転雪カキ車(ロータリー) キ621
昭和24年汽車製造大阪製作所で製造。
同年2月から昭和51年10月の廃車まで
の間、除雪作業に威力を発揮した。

福島を愛し、誇りをもって取り組んでいる方々の紹介を見るとうれしい。また、県の事業や県内の催しがあって出かけようと思う。
（会津若松市 60 代女性）
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　震災後２回目となる
「いいたて村文化祭」
が、福島市飯坂町のパ
ルセいいざかで「感謝
と元気の発信！」をテー
マに開催されます。当
日は郷土芸能などの発
表が行われるほか、村民の文化作品や避難先でお世話
になっている福島市飯野町と飯坂町の皆さんの作品展
示が行われます。観覧は自由です。

　４２０余年の歴史を
誇る伝統の火祭り。
天正 17 年、伊達政
宗率いる軍が須賀
川城を攻め落とした
合戦で、命を落とし
た多くの人々の霊を
弔うために始められ、今では須賀川の風物詩となってい
ます。長さ 10m 重さ 3ｔもある大松明や、約 30 本の
本松明の炎が晩秋の夜空を焦がす様子は圧巻です。

　秋空の下、華や
かな香りと爽やかな
味わいを持つ新鶴
産ワイン「北のフィ
ネス」と、福島県
産 牛 肉 を 使 っ た
バーベキューをお楽
しみいただける人気イベントです。バーベキューへの参
加は事前予約が必要です。当日は地元産品の販売や新
鶴ワインの販売も行われます。

　「絆」をつなげていく
ために、今年もふるさと
まつりを開催します。皆
さんの参加をお待ちして
います。
開催場所：会津若松市松
長近隣公園仮設住宅
開催内容：キャラクター
ショー、もちつき大会、
ふれあい歌謡ショー　他

　伊達市の復興を
PRし、元気に明日
へと歩んでいる姿
を発信する「復魂
祭」。3 回目となる
今年は、「復興」「再
生」「感謝」をテー
マに開催します。大食い芸人や伝統芸能のライブステー
ジ、食と笑いの祭典「D-1 グランプリ」、姉妹都市・協
定締結都市の物産展も見どころ。

　鹿
かのつのだいら

角平観光牧場を会
場にバーベキューや鮫川
のうまいものを堪能。ま
た、「丸太早切り競争」
やアイドルグループのス
ペシャルステージ、ライ
ダーが宙を舞うフリースタイルモ
トクロスのパフォーマンスなどが
繰り広げられ、一日楽しめるイベ
ントです。

飯舘村教育課生涯学習係
☎024（562）4240

須賀川観光協会
☎0248（88）9144

新鶴ワイン祭り実行委員会
☎0242（56）4882

大熊町観光協会（大熊町商工会内）
☎0242（29）5770

伊達市市民協働課地域づくり係
☎024（575）1177

鮫川村商工会
☎0247（49）2171

いいたて村文化祭
10月26日（土）・27日（日）

松
たい

明
まつ

あかし
11月9日（土）

新鶴ワイン祭り
10月13日（日）　11：00〜14：00

大熊町ふるさとまつり
10月５日(土)　10：00〜15：00

だてな復魂祭2013
10月12日（土）・13日（日）

第26回高原の鮫川うまいもの祭り
10月20日（日）　9：30〜14：00

飯舘村

須賀川市

会津
美里町

大熊町

伊達市

鮫川村

I N F O R M A T I O N

地 域ゆめ情 報

※11月９日（土）にいわき市でも開催予定です。

検 索検 索松明あかしHP

8 月号、まず表紙が良いですね。子供らがずらり並んでいて思わず虫めがねで見てしまいました。次回の表紙にも子供たちが中心になれば良
いかと思います。写真を見る楽しみがわいてきます。（福島市 80 代男性）
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