イベント名

開催日時

なこそ夏まつり2017（第35回いわきお 7月22日（土）
どり勿来大会・第21回なこそ鮫川花火

サンバパレード 午後5時10分～5時50分／いわき 植田パティオ通り／鮫川河川敷

大会・サンバパレード）

おどり 午後6時～7時30分／花火 午後8時～9時

御諏訪太鼓

いわきニュータウン夏祭り

7月22日（土）久之浜漁港 午後1時50分～／道の
駅よつくら港 午後3時20分～

車場

午前9時～午後3時

復興支援事業ビーチバレーボールよつ

7月23日（日）

くら大会

午前7時30分～午後4時

第22回四時ダムまつり

7月29日（土）

7月30日（日）

やっぺおどり・縁日広場

第64回いわき花火大会

平七夕まつり

大工町公園

午前10時～午後4時
7月30日（日）

四時ダム

午前9時30分～午後3時

午後4時30分～

いわき市立小川中学校校庭

7月30日（日）

いわき市海竜の里センター

午前9時30分～
8月3日（木）

JR湯本駅前ブロンズ通り・一番町通り

午後6時～8時
8月4日（金）

花畑交差点～本町通り間

午後5時10分～8時45分
8月4日（金）縁日広場 午後6時～／やっぺおどり
午後7時～9時
8月5日（土）荒天の場合8月6日（日）
午後7時～9時
8月6日（日）～8日（火）
午前10時～午後9時30分

アクアマリンパーク

四倉築港～JR四ッ倉駅前

午後5時30分～9時

会・第2回小川町ふれあい盆踊り大会

いわきおどり小名浜大会

四倉海水浴場

午前10時～午後4時

7月30日（日）

金魚つかみ大会

小玉ダム

7月29日（土）・30日（日）

第40回小川町じゃんがら念仏踊り大

第19回ニジマスつかみどり大会

久之浜漁港／道の駅よつくら港
いわきニュータウンセンタービル・駐 いわきニュータウン夏祭り実行委員会

ツアー

第2回だいくまちパークフェス

0246-63-6521

午前10時～午後5時30分
7月23日（日）

四倉ねぶたといわきおどりの夕べ

なこそ夏まつり実行委員会

7月23日（日）

「森と湖に親しむ旬間」小玉ダム体験

おなはま海遊祭

問い合せ先

開催場所

最終日は午後9時

宮本米店前・湯本町一円

アクアマリンパーク

JRいわき駅周辺商店街

0246-46-0441
福島県小玉ダム管理事務所
0246-83-286
ビーチバレーボール大会実行委員会
0246-32-2920
いわき花火大会実行委員会
0246-53-5677
四倉夏まつり実行委員会
0246-32-2900
つくるまち大工町プロジェクト事務局
0246-21-7777
四時川流域ダムまつり実行委員会
0246-64-7645
小川公民館
0246-83-2168
いわき市海竜の里センター
0246-82-2772
いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322
いわき花火大会実行委員会
0246-53-5677
いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322
いわき花火大会実行委員会
0246-53-5677
平七夕まつり実行委員会
0246-25-9152

イベント名

開催日時

第46回いわき市青年じゃんがら大会

第26歩仲町ホコ天ブラブラリー

目田中駐車場・五町目マルト駐車場・

開会式 午後4時～

平和通り

8月6日（日）

四倉仲町商店街通り

午後2時～7時30分

8月7日（月）

8月8日（火）荒天の場合は中止
午後4時25分～8時40分
8月9日（水）

ゆながや夏まつり
文部科学大臣杯

全国高等学校フラ競

第7回フラガールズ甲子園

第4回久之浜大久地区「浜の夏祭り」
全国高等学校フラフェ

スティバル in いわき

8月11日（金・祝）

8月11日（金・祝）

じゃんがら

念仏踊り

8月12日（土）

8月13日（日）

8月13日（日）～15日（火）
13日 午後1時～9時／14・15日 午後4時～9時
8月14日（月）

じゃんがら念仏踊り」

午後11時～／正午～

午後6時～9時
こどもじゃんがら

四倉鎮魂、復興花火大会

いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322

8月14日（月）

8月16日（水）

0246-68-8282

いわき湯本温泉仮装盆踊り大会・縁日

8月17日（木）縁日広場

広場

り

午後5時～／仮装盆踊

午後7時～9時

第1部よさこい総踊り
第2部

ミュージアム・ナイト2017
開館20周年記念事業

いわきキッズ

ミュージアム

8月19日（土）・20日（日）
午前11時～午後8時30分
8月19日（土）午前9時受付／午前9時30分～午後

第99回夏井川流灯花火大会

第14回全国ベンチャーズエレキ合戦

四倉諏訪神社 西瓜祭り

8月20日（日）午前9時30分受付／午前10時～午
後2時30分
8月20日（日）

いわき市立草野心平記念文学館
0246-83-0005
四倉鎮魂、復興花火大会実行委員会
090-8254-5291

鶴のあし湯広場・温泉通り（さはこの いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322

ト広場

8月26日（土）

夏大祭「柴燈大

いわき湯本温泉夏まつり 浅貝水神宮祭

9月3日（日）

典盆踊り大会

午後6時30分～9時30分

0246-42-3155

0246-29-2230
夏井川流灯花火大会実行委員会
090-4554-6123（大和田さん）
西側イベン いわき・ら・ら・ミュウ

成田山境内

8月31日（木）宵祭／9月1日（金）本祭

いわき市石炭・化石館ほるる

いわき市暮らしの伝承郷

四倉諏訪神社境内

午後1時～8時

0246-92-3701

0246-43-0391

いわき市暮らしの伝承郷

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき・ら・ら・ミュウ

いわき市考古資料館

いわき市考古資料館

午前10時～

午後6時30分～9時

護摩」

いわき市石炭・化石館ほるる

8月26日（土）・27日（日）

8月27日（日）

成田山盆踊り大会

いわき・ら・ら・ミュウ 北側広場

平神橋下（夏井川河川敷）

午後6時～8時30分

0246-92-3701

0246-32-2751

午後5時30分～8時30分

3時30分

いわきキッズミュージアム in 伝承郷

閼伽井嶽薬師常福寺

盆踊り

いわき・ら・ら・ミュウ

海嶽寺

海嶽寺

湯前）
午後4時～

0246-29-2230

会）0246-26-1256

8月19日（土）
第7回ら・ら・ミュウ盆踊り

いわき市暮らしの伝承郷

いわき回転櫓盆踊実行委員会（内郷商工

JR内郷駅前広場

四倉海岸

午後5時30分～9時

0246-68-8282

NPO法人フラガールズ甲子園事務局

草野心平生家

午前11時～11時20分

NPO法人フラガールズ甲子園事務局

浜の夏祭り実行委員会

いわき・ら・ら・ミュウ 親水テラス

8月14日（月）・15日（火）

じゃんがら念仏踊

0246-44-6545

いわき市暮らしの伝承郷 旧猪狩家前庭

いわき・ら・ら・ミュウ「郷土芸能

海嶽寺盆踊り大会

いわきおどり実行委員会

JRいわき駅前大通り

四倉海水浴場

午後0時30分～

第63回いわき回転櫓盆踊大会

0246-42-4322

久之浜漁港

午後2時～8時30分

午前9時50分～午後2時

いわき市暮らしの伝承郷

いわき湯本温泉観光協会

いわき芸術文化交流館アリオス

午後0時30分～

0246-25-9152

0246-32-2900

四倉仲町商店街通り

上湯長谷公園

午後3時～9時

平七夕まつり実行委員会

四倉町商工会

鶴のあし湯広場

午後3時～

第36回いわきおどり

震災復興応援

いわき駅前白銀タクシープール・三町

午後3時～10時

第2回目 午後3時30分～4時15分

子種神社祭典

技大会

8月6日（日）

8月6日（日）第1回目 午後2時30分～3時15分／

四倉アーカイブズ

問い合せ先

開催場所

閼伽井嶽薬師常福寺

いわきサン・アビリティーズ

0246-92-3701
四倉諏訪神社
0246-32-2485
いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322
閼伽井嶽薬師常福寺
0246-36-2161
いわき湯本温泉観光協会
0246-42-4322
※平成29年7月19日（水）現在の情報です。

上記夏まつり・イベントの予定が変更となる場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

