全国的にも有名な花見山をはじめ、花ももの里や花やしき公園、クマガイソウの里、浄楽園など、花巡りを楽しんでいただける

イベントでにぎわうまち

の

の

7 花といで湯 のまち

ふ くし ま

ふ くし ま
魅力
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四季を通じて、市内各地域で毎年恒例の伝統のイベントが開催されます。
夏の一大イベント
「わらじまつり」は、50回の記念の年（令和元年）にリニューアルされ、
より活気のある祭りに生まれ変わりました。

魅力的な花スポット「ふくしま花回廊」が皆さまをお待ちしています。
さらに、３つの温泉地や色鮮やかな紅葉スポットなど、自然の恩恵を受けた観光地がたくさんあり、県内外から多くの観光客が
訪れています。

夏の花火大会や、冬のイルミネーション、各地に残るユニークな秋祭りなども人々を惹きつけ、街に賑わいをもたらします。
Throughout the four seasons, annual and traditional events are
held in local areas all across the city.
In 2019, the biggest event of the summer, Waraji Matsuri (The
Giant Straw Sandal Festival), underwent a make-over to celebrate
the 50th anniversary, and has been reborn as an even more exciting
festival.
The ﬁreworks in summer, light displays in winter, and unique
autumn festivals still celebrated in local areas to this day, attract a
variety of people and bring a lively atmosphere to the city.

2

3

1 わらじまつり／８月

Waraji Matsuri (The Giant Straw Sandal Festival) / August
テーマソング「わらじ音頭」は古関裕而氏作曲。令和元年には、わらじ音頭を
リニューアルし、音楽や衣装もより鮮やかに親しみやすいものとなりました。

2 花火大会／８月 Fireworks /

August
夏の風物詩「ふくしま花火大会」は約1万発の花火が福島の夜空を彩ります。

3 山車祭り／６月

Float Festival / June
県北各地の山車が一堂に会し、中心部を練り歩きます。
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4 岡山の水かけ祭り／10月

Okuyamaʼs Mizukake Matsuri (Water Splashing Festival) / October
県指定重要文化財で桶に汲まれた水をかけあい悪疫を退散させる奇祭。

5 つるし雛まつり／２〜３月

Tsurushibina (hanging doll decorations) Festival / February ‒ March
飯野、飯坂、旧佐久間邸などの各地で開催され、かわいらしく色鮮やかな
雛飾りを見ることができます。

6 飯坂けんか祭り／10月
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Iizaka Kenka Matsuri (Fighting Festival) / October
祭りのクライマックス
「宮入り」
では大勢の若者達に担がれた6台の太鼓屋台が
激しくぶつかり合う勇壮な祭り。

7 信夫三山暁まいり／２月

1

2

Shinobu Sanzanakatsuki Mairi (The Mt. Shinobu Dawn Procession) / February
福島市のシンボル信夫山に鎮座する羽黒神社に大わらじを奉納する祭り。

3

The ʻFukushima Flower Corridorʼ is a ﬂoral pilgrimage
around enchanting ﬂower-viewing spots right here in
Fukushima City. Starting with the nationally famous
Hanamiyama, it also includes Hanamomo no Sato
Orchard and Hanayashiki Park, Kumagaiso no Sato
Japanese cypripedium plantation, and Jorakuen
Garden.
On top of this, there is also an abundance of tourist
areas where you can enjoy the bounties of nature,
including three onsen hot-spring areas and spots to
enjoy the vivid fall colors, popular with visitors from
Fukushima Prefecture and beyond.

8 光のしずくイルミネーション／12月〜１月

Hikari no Shizuku (Droplets of Light) Light Display / December ‒ January
福島駅前周辺や街なかのパセオ通りを温かく照らすイルミネーション。

1

1 飯坂温泉

Iizaka Onsen
温泉宿に加え、共同浴場も点在し、温泉街の情緒あふれる街なみが
楽しめる。

2 高湯温泉

Takayu Onsen
効能豊かな白濁の硫黄泉を持つ開湯400年以上の歴史ある温泉。

3 土湯温泉

4

Tsuchiyu Onsen
複数の泉質を持つ温泉郷。
奥にある土湯峠温泉郷には秘湯といわれる宿が点在している。

4 磐梯吾妻スカイラインの紅葉

Fall colors along the Azuma Bandai Skyline
浄土平、天狗の庭、不動沢橋など数多くのフォトスポットがあり、
紅葉シーズンには多くの観光客が訪れる。

5 花見山

Hanamiyama (ﬂower-viewing mountain)

国内外から毎年20万人以上が訪れる花の名所。
「福島に桃源郷あり」
と言われる満開の季節は絶景。
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6 花ももの里

Hanamomo no Sato

飯坂温泉にある花ももの里。鮮やかなピンクの花が観光客を迎える。
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