
施設インフォメーション

各施設に来館いただく際は、マスクの着用や咳エチケットにご協力ください。また、発熱や咳などの風邪症状がある場合、
来館はご遠慮願います。各施設が行う、感染症対策にご協力をお願いいたします。

※9月1日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期となる場合があります。開催に関する最新情報はホームページ等でご確認ください。

※印は前売り券などが必要な有料のイベントです(他は入場無料)。予定につき内容が変更される場合があります。

環境水族館　
アクアマリンふくしま

第14回小名浜国際大漁旗アート展

いわき市小名浜字辰巳町50
☎0246（73）2525

　「HAPPY OCEANS」・「大漁」・「アクア
マリンふくしま」の3つの単語をすべて入れ
たオリジナルの大漁旗デザインを世界中か
ら募集しました。応募作品の中から選ばれ
た入賞作品を大漁旗として制作し、アクア
マリンふくしまの入館口周辺に掲げます。

福島県文化財センター白河館　
まほろん

福島県文化財センター白河館20周年記念企画
「法正尻遺跡3 複式炉の時代～縄文集落の画期～」

白河市白坂一里段86
☎0248（21）0700

　855点が国指定重要文化財に指定され
ている「法正尻遺跡出土品」を展示する企
画展の第3回。法正尻ムラの画期とその
終焉に焦点を当て、複式炉の時代を経た
のちに現れる地域特性を明らかにします。 

開催期間　10月9日（土）～ 11月23日（火・祝）
入 館 料　一般・大学生1,850円、高校生・小中学生900円、
　　　　　未就学児は無料
休 館 日　年中無休

主な展示品

しゅうえん

開催期間　10月16日（土）午前11時～ 12月19日（日）
入 館 料　無料
休 館 日　毎週月曜日（11月22日を除く）、
　　　　　11月4日（木）、11月24日（水）

●10月7日（木）、 8日（金）名作シネマ「青い山脈」「東京オリンピック」ほか※
●11月5日（金）
　玉置浩二Concert Tour 2021 故郷楽団～Chocolate cosmos※
●11月23日（火・祝）
　“文化”で拓く未来～高校生によるアートオンステージ～

福島市春日町
☎024（534）9191 

とうほう・みんなの
文化センター

福島市三河南町
☎024（525）4098

●10月15日（金）～ 10月17日（日） 
　あらかわ楽陶会創立30周年記念展
●11月1日（月）～ 11月4日（木）　第70回 福島菊花展示会
●11月13日（土）、 14日（日）
　第8回 禁煙ポスターコンクール作品展

コラッセふくしま

郡山市南二丁目　☎024（947）8010

　2月に発生した福島県沖地震による被災か所の復旧工事が完了し、10月1日(金)に全面
再開します。イベント開催情報はホームページをご覧ください。また、施設の利用申し込
みは、左記連絡先までお問い合わせください。

ビッグパレットふくしま
検 索ビッグパレットふくしま

※9月1日時点の情報です。新型コロナウイルス感染症の影響で中止や延期となる場合があります。開催に関する最新情報はホームページ等でご確認ください。

　下郷町観光公社では、
「ご褒美宿プラン」を販売し
ています。町内宿泊施設で
の宿泊代等の45%を補助
（上限20,000円）。予算が
なくなり次第終了です。ご
予約は下郷町観光公社まで
お願いします。

福島県59市町村のイベント 行けば地域がもっと好きになる

検 索ふくしまの旅その他の行事はホームページで

郡山市

10月9日（土）
～10日（日）

第27回牧場まつり
牛乳の早飲み大会、牛の乳搾り体験など楽しい
イベント盛りだくさんです。

問郡山石筵ふれあい牧場　☎024(984)1000
会 場 　郡山石筵ふれあい牧場

問大熊町産業課商工係　☎0240(23)7095
住 所 　大熊町大川原字南平（町役場東側）大熊町

10月17日（日）
オープン

大熊町交流ゾーン
商業施設に続き、交流施設や宿泊温浴施設が
オープンし、町のにぎわいがさらに増します。

問飯舘村教育委員会生涯学習課
　☎0244(42)0072

会 場 　飯舘村交流センター「ふれ愛館」
入 場 料 　無料

飯舘村

10月20日(水)
～26日(火)

いいたて村文化祭
村の皆さんによる作品の数々を
お楽しみください。

問下郷町観光公社　☎0241(67)2416
検 索下郷町観光公社　ご褒美プラン 検 索二本松市観光連盟

北塩原村

10月19日（火）
～11月7日（日）

森の駅ギャラリー「写真展 梯展V」
裏磐梯で活躍する写真家たちの作品展をぜひ
ご覧ください。

問裏磐梯サイトステーション 森の駅
　☎0241(32)2411

会 場　裏磐梯サイトステーション 森の駅
入 場 料 　無料

桑折町

10月30日(土)
～31日(日)

第28回全国山城サミット桑折大会
豪華ゲストによる歴史トークショーや迫力満点の
武将隊の演武を開催。ライブ配信も実施します。

問桑折町生涯学習課歴史文化係
　☎024(582)2408

会 場　桑折町ふれあい公園・史跡桑折西山城跡・
　　　  町民体育館など

ゆったりのんびりご褒美プラン
10月1日（金）～令和4年1月15日（土）宿泊分
対象施設：下郷町内宿泊施設下郷町

「2020年 一般の部
最優秀賞」

福島県立博物館

企画展「ふくしま 藁の文化
～わらって、すげぇんだがら～」

会津若松市城東町1-25
☎0242（28）6000

　稲の副産物である稲わらは、身近なとても優れた素材とし
ていろいろな道具作りに使われただけでなく、しめ飾りに代
表されるように神聖なものでもありました。俵引きや大わら
じ、村境を守るわら人形な
ど、巨大なわら製品を作る
祭りや行事は県内に広く見
られます。福島県立博物館
が誇る「東日本わら人形コ
レクション」も一挙公開！
開催期間　10月9日（土）～ 12月19日（日）
入 館 料　一般・大学生800(640）円、
　　　　　高校生・小中学生は無料
　　　　　※（　）内は20名以上の団体料金
休 館 日　毎週月曜日
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伝統行事ニンギョウマンギョウ
(柳津町冑中)

企画展「THE ドラえもん展 FUKUSHIMA 2021」

福島県立美術館 福島市森合字西養山1
☎024（531）5511

　「あなたのドラえもんを
つくってください」。国内
外で活躍する28組のアー
ティストたちに、こんな
お願いをしました。この
展覧会のために、さまざ
まな発想や技法によって
生み出された新たな作品
をお届けします。
開催期間　9月23日（木・祝）～ 11月23日（火・祝）
観 覧 料   一般・大学生1,400（1,200）円、高校生・中学生1,200
　　　　　 （1,000）円、小学生500（400）円、未就学児は無料
　　　　　※（　）内は20名以上の団体料金　※「ふくしま教育週間」
　　　　　　　11月2日(火) ～ 7日(日)は高校生以下無料
休 館 日　毎週月曜日(11月22日を除く）
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　「にほんまつ菊手水」
とは、二本松の市花で
ある菊を水に浮かべる
シンプルかつ見て楽し
めるイベントです。昨
年初開催で好評いただ
いたイベントを、今年
も開催します。
問二本松市観光連盟　☎0243(55)5122

10月16日（土）～ 11月14日（日）
会場：二本松市内の寺社、岳温泉街、道の駅など二本松市

にほんまつ菊手水
ちょう  ず

　小高の街を明るく彩る冬
の風物詩。駅前通りを中心
に、市民らが飾り付けした
イルミネーションの温かな
光が広がります。記念撮影
スポットもありますので、
家族や友人と幻想的な風
景をお楽しみください。
問小高観光協会　☎0244(44)6014

検 索小高観光協会

あかりのファンタジーイルミネーション in おだか
11月20日（土）～令和4年1月10日（月・祝）
会場：小高浮舟ふれあい広場など南相馬市

検 索塙町公式 YouTube
問塙町役場まち振興課　☎0247(43)2112

　元プロロードレーサー
の塙町地域おこし協力
隊員によるYouTube
チャンネルを開設しまし
た。自転車での塙町の
楽しみ方や、観光情報な
どを発信していますの
で、ぜひご覧ください。

塙町公式YouTube
チャンネル開設

塙町

磐梯町

10月末からの
1週間程度
予定

慧日寺資料館庭園ライトアップ
「紅葉と光の中で」
ライトアップされた美しい紅葉をぜひご覧ください。

問磐梯山慧日寺資料館　☎0242(73)3000
会 場　磐梯山慧日寺資料館庭園

読者からのお便り 2021年
10月号 12「地域ゆめ情報」は県内59市町村の情報が載っているのでとても助かります。コロナ禍で多くの場所に行けないので、

感染予防をして、そこだけに行くことができるので良いと思います。（玉川村 40代）


