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2月号読者からのお便り12月号で紹介された「かわまたバーガー シャモメンチ」を食べに行きました。地域の情報ありがとうございます。

（60代 相馬市）

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。

※1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。

福島市三河南町1-20
☎024（525）4098

●2月17日（金）～20日（月）福島大学　美研展
●3月24日（金）～28日（火）病と闘う子どもときょうだいの作品展

コラッセふくしま

●3月26日（日）まで
　新公開史料展（福島県歴史資料館展示室）
●2月12日（日）フィルムアーカイブズ
●2月21日（火）～ 22日（水）
　｢名作シネマ｣フィルム上映会 小津安二郎監督 傑作集★
●3月17日（金）～ 4月16日（日）
　福テレ60周年記念事業 安彦良和
　機動戦士ガンダム THE ORIGIN 展★

福島市春日町5-54
☎024（534）9191 

とうほう・みんなの
文化センター

　

郡山市南二丁目52
☎024（947）8010

●2月8日（水）マイナビ就活直前フェア 福島会場
●2月11日（土・祝）～ 12日（日）
　JAPAN＆ダーツライブオープン福島
●2月18日（土）～ 19日（日）第56回 未来をのぞく住宅展
●2月18日（土）～ 19日（日）わんにゃんカーニバル
●2月25日（土）～ 26日（日）省エネde住まいるフェア

ビッグパレットふくしま

　

※1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。

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

ふくしまの旅その他の行事はホームページで 検 索

本宮市

2月14日（火）
まで

もとみやライトファンタジア
虹色の美しい光で街がおしゃれにドレスアップし
ます。
会 場 　本宮駅周辺・白沢公民館周辺

問（株）Mot.Comもとみや
　  ☎0243（63）0008

時 間 　午後4時～午後10時

金山町

2月19日（日）

問会津かねやま雪まつり実行委員会
　☎0241（42）7211

会 場 　金山町民体育館
時 間 　午前11時～午後3時

第45回会津かねやま雪まつり
郷土料理や特産品などを楽しむことができ、
雪上ゲームや抽選会などがあります。

問楢葉町産業振興課　☎0240（23）6104

価 格 　  2kg：1,500円（税込）
　　　 300g：　400円（税込)
販売場所　道の駅ならは物産館・県観光物産館
　　　   日本橋ふくしま館MIDETTEなど

楢葉町

町の新たな特産品「GABA米」
楢葉町で収穫された天のつぶに一手間加えるこ
とで、GABA成分を増やしたお米です。

販売中

価 格 　1.8ℓ：2,900円（税込）
　　　  720㎖：1,500円（税込）
　　　  720㎖（生酒）：1,500円（税込）

問矢吹町商工推進課　☎0248（42）2119
販売場所　町内酒販店・コンビニエンスストア

矢吹町

販売中
オリジナル日本酒「開拓のうた」
「神の田んぼ」の酒米でつくる上質な甘みと豊か
な味わいをぜひご賞味ください。

問会津高原たかつえスキー場
　☎ 0241（78）2220

会 場 　会津高原たかつえスキー場
時 間 　午前6時30分～

南会津町

1月～3月の
スノーキャット
運行日の
指定日

たかつえスノーキャットツアー
レッドブリザード号で行く、山頂からの素晴らし
い眺めをご堪能ください。

　会津の伝統工芸品の
一つである「会津絵ろう
そく」。鶴ヶ城、御薬園に
て、約1,000本のろうそ
くに照らされた会津の雪
景色をお楽しみください。

会津絵ろうそくまつり
2月10日（金）午後5時～午後8時30分　2月11日（土・祝）午後5時30分～午後8時30分
会場：鶴ヶ城・御薬園会津若松市会津若松市

問会津まつり協会　☎0242（23）4141
検 索会津まつり協会

問いわきサンシャインマラソン実行委員会
　☎0246（22）7607

検 索いわきサンシャインマラソン

　5年ぶりに開催されるいわき
のビッグイベント。潮風を感じ
ながらフラの街を7,000人が
駆け抜けます。いわきの魅力
が凝縮された爽快な大会です！

いわきサンシャインマラソン
2月26日（日）
スタート：いわき陸上競技場（フルマラソン）・アクアマリンパーク（その他）いわき市

南相馬市

市博物館企画展「倉科光子植物画展 
ツナミプランツ－津波浸水域の植物たち－」
英国王立園芸協会で高い評価を受けた植物画
家・倉科光子氏作品による企画展です。

3月12日（日）
まで

問南相馬市博物館　☎0244（23）6421

会 場 　南相馬市博物館
時 間 　午前9時～午後4時45分
　　　 （最終入館：午後4時）

検 索白河まつり振興会

　旧奥州街道沿い（本町～天
神町）を中心に約500軒の露
店が並び、白河だるまを買う人
でにぎわいます。ずらりと並ん
だ中から、自分だけのだるまを
見つけに来てください。

白河だるま市
2月11日（土・祝）午前9時～午後7時
会場：白河市本町・中町・天神町白河市

問白河まつり振興会　☎0248（22）1147

　圧巻の大雪像や郷土料理を
味わえるゆきんこ市、お笑いラ
イブが開催され、大人から子ど
もまで楽しめます。今年の町民
祈願花火は只見線全線運転再
開感謝花火が夜空を彩ります。

検 索只見町　雪まつり

問只見ふるさとの雪まつり実行委員会
　☎0241（82）5240

会場：只見線広場（JR只見駅前）
前夜祭：2月10日（金）　本祭：11日（土・祝）～12日（日）

只見町

第50回只見ふるさとの雪まつり

只見町観光
商工課内（ （

福島県文化財センター白河館　
まほろん

企画展
「古代ふくしまの開発－矢吹が原を中心に－」

白河市白坂一里段86
☎0248（21）0700

　昭和に大規模な開拓が行われた「矢
吹が原」では、奈良・平安時代にも水
田などの開発が進み、複数の集落が営
まれていたことが発掘調査により明ら
かになっています。これらの関連成果
を「福島県文化財センター白河館」の
収蔵資料をもとに、紹介します。
開催期間　3月21日（火・祝）まで 
入 館 料　無料
休 館 日　毎週月曜日、2月24日（金）

矢吹町下宮崎A遺跡
鋤または鍬先

福島県立博物館

冬の企画展「写真展　福島、東北　
写真家たちが捉えた風土／震災」

会津若松市城東町1-25
☎0242（28）6000

　東日本大震災後から令和 3 年度まで
世界各地を巡回した写真巡回展「東北
風土・人・くらし」出品作品123点が
国際交流基金から福島県立博物館に寄贈されました。
日本を代表する10組の写真家による写真作品群から一
部を公開します。あわせて、震災後、福島の復興、変
化を追いかけ、福島に向き合い続けている新進気鋭の
写真家3名の作品を展示し、震災から10年を経た福島
の姿をご紹介します。
開催期間　1月21日（土）～ 3月19日（日）
観 覧 料　一般・大学生800（640）円、
　　　　　高校生・小中学生は無料 
　　　　　※企画展観覧券で常設展もご覧いただけます
　　　　　※（ ）内は20名以上の団体料金
休 館 日　毎週月曜日、2月24日（金）

岩波友紀「紡ぎ音 
#078請戸の田植踊」

（個人蔵）

開催期間　2月11日（土・祝）～ 3月3日（金）
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

環境水族館　
アクアマリンふくしま
アクアマリンのひな祭り

いわき市小名浜字辰巳町50
☎0246（73）2525

　いわき市中之作にあるちりめん
細工教室「ままや」が子どもたち
の健やかな成長を願って一針一針
丹精込めて作成したつるし飾りを展
示します。「亀」、「エビ」、「魚」など当館で展示してい
る生き物もふんだんに盛り込まれています。

魚をモチーフにした
つるし飾り

企画展「福島アートアニュアル2023
境界を跨ぐ─村越としや・根本裕子」

福島県立美術館 福島市森合字西養山1
☎024（531）5511

　本展は、近年充実した創作
活動を繰り広げている福島ゆか
りの若手作家に注目するシリー
ズ企画です。今回は写真家の
村越としや氏と陶芸家の根本裕
子氏をご紹介します。モノク
ロームで福島の景色を撮影した
写真と、陶土で作られた野良犬
の作品群が織りなす展示空間
をお楽しみください。

根本裕子《野良犬 k》／
村越としや《灯と煙たち》

シリーズより 

開催期間　1月28日（土）～ 3月5日（日） 
観 覧 料  一般・大学生400（300）円、高校生200（100）円、
　　　　　小・中学生100（50）円
　　　　　※企画展観覧券で常設展もご覧いただけます
　　　　　※（ ）内は20名以上の団体料金
休 館 日　毎週月曜日、2月24日（金）

また


