
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ※※※※日時日時日時日時・・・・内容等内容等内容等内容等はははは変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。詳細詳細詳細詳細はおはおはおはお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

                            

〒〒〒〒９６５９６５９６５９６５－－－－８６０１８６０１８６０１８６０１    会津若松市東栄町会津若松市東栄町会津若松市東栄町会津若松市東栄町３３３３番番番番４６４６４６４６号号号号    会津若松市観光商工部観光課会津若松市観光商工部観光課会津若松市観光商工部観光課会津若松市観光商工部観光課    

ＴｅｌＴｅｌＴｅｌＴｅｌ    ０２４２０２４２０２４２０２４２－－－－３９３９３９３９－－－－１２５１１２５１１２５１１２５１    ＦａｘＦａｘＦａｘＦａｘ    ０２４２０２４２０２４２０２４２－－－－３９３９３９３９－－－－１４３３１４３３１４３３１４３３    

イベントイベントイベントイベント情報情報情報情報のののの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ、ＨＰ     htthtthtthttp://www.aizukanko.comp://www.aizukanko.comp://www.aizukanko.comp://www.aizukanko.com    ををををごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください！！！！！！！！    

    

●●●●平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月～～～～６６６６月月月月はふくしまはふくしまはふくしまはふくしまデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーンデスティネーションキャンペーンがががが開催開催開催開催されますされますされますされます。。。。    

「「「「日本一日本一日本一日本一のおもてなしのおもてなしのおもてなしのおもてなし」」」」ででででＤＣＤＣＤＣＤＣをををを盛盛盛盛りりりり上上上上げてげてげてげていいいいきましょうきましょうきましょうきましょう!!!!!!!!    

ＤＣＤＣＤＣＤＣ情報情報情報情報のののの詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては、、、、ＨＰＨＰＨＰＨＰ    http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/    ををををごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください！！！！！！！！    

会津若松の観光は… 

会津侍会津侍会津侍会津侍    若松っつん若松っつん若松っつん若松っつん    検索検索検索検索    



 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松観光イベントカレンダー２０１4 

７月７月７月７月（つづき） 

 

19(土) ～9/9（火）☆ 鶴ケ城天守閣特

集展示 「会津松平家」          

   8:30～17:00（最終入場 16:30） 

           鶴ヶ城天守閣  

徳川家康の孫、藩祖「保科正之」から九代にわ

たり会津藩主を務め忠義をつくすも、最後は悲

劇的な結末を迎えた会津松平家を紹介します。 

 

19（土）～9/15（祝） 福島県立博物館 

夏の企画展 「アイヌの工芸 東北のコレ

クションを中心に」 
9:30～17:00（最終入場 16:30） 

高校生以下観覧料無料！ 

問合せ：福島県立博物館 

TEL：0242（28）6000 

 

20（日）◎ 猪苗代湖湖水浴場開設期間 
   湖水浴期間 ～8/20（水）  

 

 

21(祝) 朝顔市・ジャズポップスコンサート 
10:00～16:00 七日町市民広場 

問合せ：会津ふれあい通り大和町桂林寺町商

店会 TEL：0242（27）2308 

 

21(祝) 大町夏まつり 
12:00～20:30 大町通り 

        （大町２丁目周辺） 

問合せ：大町四丁目商店会 

TEL：0242-22-2461 

 

21(祝) 駅前Ｈey!ちゃん市 
10:00～16:00 会津若松駅 駅前公園 

  問合せ：会津若松駅前商店街  

  TEL：0242-25-3311    
 

25（金）■ 歴史資料センター「まなべこ」

プレオープン 
会津の歴史や文化を分かりやすく紹介します。 

場所 城東町 2 番 3 号（旧会津図書館） 

開館・ｷﾞｬﾗﾘｰﾄｰｸ  9:00～ 

講演会     13:00～ 

 

25（金）会津清酒屋台村 
野口英世青春広場 16：00～18：00 

前売りチケットあり  

当日ショット販売もあり 

問合せ：会津若松酒造組合 

TEL: 0242-26-1515                   

 

27（日） 二市一ヶ村日橋川 川の祭典 
    日橋川緑地公園 

 イカダ下り大会  ９:30～16:00 

   花火大会    19:30～21:00 

  問合せ：きたかた商工会塩川地区センター 

TEL: 0241-27-3202                   

 

    

７月７月７月７月 
 

～15(火)☆ 鶴ケ城天守閣特集展示 

 「むかしの会津～教育編」         

   8:30～17:00（最終入場 16:30） 

           鶴ヶ城天守閣  

江戸時代の会津藩の学校を紹介します。 

 

1(火)～9/30（火）▼ 

あいづ食の陣・夏「会津トマト」 
～9/30（火） 

市内の参加店にてトマト料理が食べられます。 
 

1(火)～9 月上旬◎ お日市 市内各所 

             
 

8(火)～11/30(日) ◎ 

 ま ち な か ラ イ ト ア ッ プ  市 内 各 所  

 
（写真はﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ最優秀賞の作品です） 

10(木)ほおずき市 
大町四ツ角周辺 12:30～21:00 

問合せ：大町四ツ角中央商店街振興組合 

TEL:0242-25-2085 

  

12（土）▼ ほろむいイチゴ四季の里体 
   験村 「本格そば打ちコース」申込み 
   締切り 
      会費 8,000 円 体験日 7/27・11/9 
                    

12（土）～10/25(土)◎ 

 まちなか周遊バス夜間運行 
    運行日 土･月曜日が祝日の日曜日 

 
 

13（日）第 4 回きいて・うたって・ 

おどってみらんしょコンサート 
會津風雅堂 13:00～（12：30 開場） 

東日本大震災支援として友好都市「横須賀市」

をお迎えしての音楽のコラボレーション 

問合せ：会津民謡いろは会（会主 森川宅） 

TEL：0242（28）2770 

８月８月８月８月    

１（金）～8/7(木) （河） 

会津の高野山詣り 冬木沢八葉寺 
  

1（金）～16（土）(東)  

会津若松市東山温泉光の街ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
19:00～22:00 東山温泉街 

温泉街を多彩に変色する LDE 提灯と川辺を

照らし出す照明の幻想的な雰囲気でお客様を

お迎えします。 
 

3(日) ほんまち夏まつり 
11:00～21:00 本町通り 

問合せ：本町商店街振興会 

TEL：0242（26）1695 

 

4（月）神明神社祭礼 
13:00～20:00 神明通り 

問合せ：神明通り商店街振興組合 

TEL：0242（27）0729 

 

５（火） （河） 空也念仏踊り 
 10:00～10:30 冬木沢八葉寺 

 

   

9 (土)(東) 東山温泉お湯かけまつり 
  18:50～21:00 東山温泉街 

                

9（土） かんしょ祭り  
13:00～20:30 東邦銀行会津支店駐車場 

 問合せ：かんしょ踊り保存プロジェクト実

行委員会 TEL:0242-23-7494 
         

13（水）～15（金）(芦) 

 芦ノ牧温泉盆踊り大会  

20:00～21:00 芦ノ牧温泉街 

 

13（水）～16（土） (東) 

 東山温泉盆踊り    
19:15～21:15 東山温泉街 

  
 

15(金)第 5 回市民会津磐梯山盆踊り 
19:00～20:30 県立博物館正面前広場 

問合せ：会津磐梯山踊り保存会事務局 森川 

TEL：0242（28）2770 

 

17(日) エキマエ盆踊り 
15:00～21:00  会津若松駅 駅前ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙ 

問合せ：会津若松駅前商店街  

TEL：0242（25）3311    

 

「おんば様」を皮切
りに「舘のお薬師寺
様」まで、地域なら
ではの歴史あるお
日市は、会津の夏の
風物詩です 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

    

9999 月月月月（つづき） 

 

 22(月) 鼓笛隊パレード 

             日新館童子行列 
  10:00～12:30 会津若松駅前～鶴ヶ城 

 

23（祝） 先人感謝祭・会津藩公行列 
8:４0～16:00  鶴ヶ城・神明通り他 

 

 

 

23（祝）（国） 多言語インフォメーション

デスク     10:00～15:00（予定） 

鶴ヶ城本丸付近（予定） 

 

２２２２1111((((日日日日))))～～～～23232323((((祝祝祝祝))))    会津会津会津会津十楽十楽十楽十楽    秋の陣秋の陣秋の陣秋の陣     

  鶴ヶ城本丸広場 

４００年の時を越えて自由市十楽が今蘇る！ 

問合せ：サムライシティプロジェクト実行 

委員会 TEL：0242-39-6539 

 

 
 

23（祝） 中央通りフリーマーケット 
 9:00～17:00 大町中央公園            

 問合せ：中央通り商店振興会 

 TEL：0242（24）3482 

 

23（祝） 薪能 
 17:30～ 会津能楽堂 
 問合せ：会津能楽会(折笠宅） 

 TEL: 0242-22-3514 

 

２４（水）★ 白虎隊慰霊祭 
   10:30～12:00 飯盛山 

 

27（土）★ 第５回会津鶴ヶ城 

    歴史ウオーク（要事前申込） 
8：30～14:00（予定）  

鶴ヶ城公園（スタート・ゴール） 

今回は、鶴ヶ城から神指城を往復する約

15km のコースです。 

 

28（日）▽ 第 22 回環境フェスタ 
   9:20～15:30（予定）鶴ヶ城体育館  

28（日）□ 第 30 回健康まつり 
  9:20～15:30（予定）文化センター 
 

下旬(芦) 女将とふれあう 

（予定）         大芋煮大会  

芦ノ牧 戸草平 

 

９月９月９月９月    

14(日)∴ジョイスポーツデー 
8：30～12：00（予定） 

鶴ヶ城体育館、旧会津陸上競技場及びその周辺 

 
 

13（土）～11/4（火）☆鶴ケ城天守閣

企画展 「禁門の変 150 年記念展」  

 8:30～17:00（最終入場 16:30） 
           鶴ヶ城天守閣  

1864 年におきた禁門の変は、激動の幕末期

における本格的な武力衝突の始まりです。 

14（日）（北） フルーツ＆ 

フラワーフェスティバル 
9:00～13:00 やすらぎ広場ホタルの森公園                

 
 

21（日）(七) 七日町楽市＆ 

会津新選組まつり          
 10:00～17:０0 

  阿弥陀寺・七日町市民広場他 

  齋藤一忌・七日町山車巡行など 

 

２２２２1111((((日日日日))))～～～～23232323((((祝祝祝祝))))♪♪♪♪    会津まつり会津まつり会津まつり会津まつり        

 21(日) 提灯行列 
  18:00～19:00  若松ニ中～神明通り 

21(日)～22(月) 会津磐梯山踊り   

    19:00～20:30 神明通り 

１１１１0000 月月月月    

1(水)～12/31(水)▼ 

あいづ食の陣・秋「会津米・酒」 

 

上旬 旧滝沢街道ふれあいウォ-ク 
（予定）飯盛山下他 

問合せ：旧滝沢街道ふれあいウォ-ク事

務局  TEL:0242-22-8485 

    

4(土)～11/3(祝)■ あいづまちなか

アートプロジェクト 2014 
 会津・漆の芸術祭×まちなかピナコテカ  

七日町通り、野口英世青春通り他 

まちなかの蔵や店先を漆アートや絵画作

品で彩ります 

 

4(土) （国）国際交流フェスティバル

2014 
鶴ヶ城体育館 10：00～15：00 

5(日) ∴ 鶴ヶ城ハーフマラソン大会 

（要申込み 7/31 締切） 
 午前 あいづ陸上競技場他 

安西秀幸選手・星創太選手・越尾さくらさん、

Ｍ高史さん等をゲストとしてお迎えします！ 

 

5(日）☆ 鶴ヶ城大茶会 
10:00～15:00  

鶴ヶ城本丸 

 
 

13(祝) 大町ｽﾄﾘｰﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑ 

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮） 
 10:00～16:00 大町通り            

  問合せ：大町ｽﾄﾘｰﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行 

  委員会 TEL：0242（25）2085 

 

 

13(祝) はいからさんに逢えるまち 
 10:00～16:00 

大町通り～野口英世青春通り 

問合せ：AnessaClub 

TEL：0242-28-0214  

 

中旬 白壁蔵寄席(予定) 
18:30～21:00 末廣酒造嘉永蔵 

問合せ：会津ふれあい通り大和町桂林寺町

商店会 TEL：0242(27)2308 

 

24（金）～11/16（日）予定◎ 

 鶴ヶ城紅葉ライトアップ 

 

25（土） 秋の演能会～能と謡 
   10::::00～ 会津能楽堂 

            問合せ：問合せ：問合せ：問合せ：会津能楽会（折笠宅） 

            TEL 0242-22-3514 
 

 

８月８月８月８月（つづき） 

 

23（土） かわひがし皆鶴まつり 
  10:00～20:30    広田西公園 

問合せ：あいづ商工会河東 

TEL:0242-75-3511 

 
 

24（日） うつくしまﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 

in あいづ（要申込み） 
申込み期間：定員に達しました 

6;30～15:30 猪苗代湖天神浜～会津大学 

問合せ：うつくしまトライアスロン事務局

TEL:090-8255-8269 

 

 



お問合せ（市外局番０２４２） 

◎：観光課 39-1251   ○：商工課 39-1252  ▼：農政課 39-1253  

▽：環境生活課 39-1221 □：健康増進課 39-1245 

■：文化課 39-1305 ∴：スポーツ推進課 39-1306  

（河）：河東支所 75-2114  （北）：北会津支所 58-1805       

★:会津若松観光ビューロー観光事業部 23-8000  ☆：会津若松観光ビューロー本社 27-4005 

♪：会津まつり協会 23-4141 

（国）:会津若松市国際交流協会 27-3703 (東)：東山温泉観光協会 27-7051 

(芦)：芦ノ牧温泉観光協会 92-2336   (七) ：七日町通りまちなみ協議会 33-9919  

(野)：野口英世青春通り協議会事務局 27-0887 ※※※※そのそのそのその他他他他はイベントはイベントはイベントはイベント毎毎毎毎にににに記載記載記載記載    

 

 ※※※※日時日時日時日時・・・・内容等内容等内容等内容等はははは変更変更変更変更になるになるになるになる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。詳細詳細詳細詳細はおはおはおはお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい。。。。                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                

ふふふふ 

   

 

 

 

 

１２月１２月１２月１２月    

    

中旬～1 月 8 日(木) 

 広田駅前ライトアップ 
        17;00～21:00  

広田駅前  問合せ：あいづ商工会河東 

TEL：0242-75-3511 

 

31（水）(七) 七日町カウントダウン 

＆除夜の鐘 
   22:30～翌 1:30 七日町駅他 

 

２月２月２月２月    

3（火） 神明神社節分祭 
     時間未定 神明神社 

問合せ：神明通り商店街振興組合 

TEL：0242（27）0729 

 

4（水） ぐるっと会津のひなめぐり  
～3 月 3 日（予定） 

大町通り～野口英世青春通り  
問合せ：AnessaClub 

TEL：0242-28-0214 

 

13（金）～14（土）（予定）♪ 

 会津絵ろうそくまつり 

          ～ゆきほたる～ 
           鶴ヶ城・御薬園他 

３月３月３月３月    

 

15(日)■伝統文化こども体験教室 
文化センター 

 

19(木)～22(日）★ 鶴ヶ城プロジェク 

ションマッピング（事前申し込み） 
鶴ヶ城本丸 

  

 

21(祝)♪ 会津三匹獅子舞 
鶴ヶ城 10:30～（予定） 

阿弥陀寺 12:00～（予定） 

市内各所 

 

 

2012012012015555 年１月年１月年１月年１月    

1(木)～3/31(火）▼ 

あいづ食の陣・冬「会津地鶏」 

 

１（祝）(東) 東山羽黒山元朝まいり 
         羽黒山湯上神社 

 

１（祝）☆ 鶴ヶ城元旦登閣(予定) 
  12/31 23:30～翌２:３0 

   1/1 ８:３0～1７:０0 

 

 
3（土）☆ 御薬園初釜  
10:00～15:00 御薬園 

 

8（木） 会津かわひがし八日市 
  10:00～18:00 ＪＲ広田駅前通り 

問合せ：あいづ商工会河東 

TEL：0242-75-3511 

10（土）○ 十日市 
  9:00～21:00 神明通り他 

 

 

 

中旬(芦)歳の神 芦ノ牧温泉 

 

14(水)♪ 歳の神 東山温泉 

下旬 スノーバトル in き たあいづ    

2015 8:30～14:30 

  やすらぎ広場ホタルの森公園 

問合せ：北会津公民館 

TEL：0242-58-3111 

 

 

 

会津の春だよ！ 

家内安全・無病息災！ 

１１月１１月１１月１１月 

１（土）～2(日)（河）強清水地そばまつり        
10:00～15:00 

強清水加工処理施設（強清水茶屋街東側） 

 

１（土）～2(日)▼会津若松市 

              地産地消まつり 
 10:00～15:00 鶴ヶ城体育館 

 
 

３（祝）☆ 御薬園紅葉のつどい 
9:00～16:00 御薬園 

 

 

15151515((((土土土土))))～～～～２３（日）２３（日）２３（日）２３（日）■■■■    市民美術展市民美術展市民美術展市民美術展     
9:00～17:00 文化センター 

 

４００４００４００４００年以上前年以上前年以上前年以上前からからからから    

続続続続くくくく会津伝統会津伝統会津伝統会津伝統のののの初市初市初市初市！！！！    

１１１１0000 月月月月（つづき） 

 

25（土）▼▼▼▼    ほろむいイチゴ四季の里体ほろむいイチゴ四季の里体ほろむいイチゴ四季の里体ほろむいイチゴ四季の里体    

験村験村験村験村    「「「「かんたん手前味噌づくりかんたん手前味噌づくりかんたん手前味噌づくりかんたん手前味噌づくりコース」コース」コース」コース」 

申込み締切り申込み締切り申込み締切り申込み締切り  

 会費 5,000 円 体験日 11/9    
 

    

25（土）～26(日)○ 会津ブランド 

ものづくりフェア 2014  

 10:00～17:00 あいづドーム 

（26 日は 16:00 終了） 

 

ふくしまＤＣいよいよ開幕！！（ふくしまＤＣいよいよ開幕！！（ふくしまＤＣいよいよ開幕！！（ふくしまＤＣいよいよ開幕！！（2015201520152015 年年年年 4444 月～月～月～月～6666 月）月）月）月）    


