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1 民家園ふれあい祭り 11月4日（祝） 10:00～15:00
福島市民家園
（福島市上名倉字大石前地内）

福島市文化振興課
（024-525-3785）

http://www.city.fukushima.fu
kushima.jp/

入場無料

2 日本刀作刀実演 11月3日（日） 10:00～15:00
福島市民家園
（福島市上名倉字大石前地内）

福島市文化振興課
（024-525-3785）

https://www.f-kankou.jp/ 入場無料

3
西地区ふるさとの歴史再発見事業
劇「殿がいない！－陸奥下村藩最後の一日‐」

11月4日（祝）
未定
（２回公演）

旧広瀬座（福島市上名倉字大石前地内 福島
市民家園内）

福島市文化振興課
（024-525-3785）

https://120en.com 観覧料：未定

4 秋の資料館祭り 11月3日（日祝） 9：00～17：00
伊達市保原歴史文化資料館
（伊達市保原町大泉字宮脇265）

同左
（024-575-1615）

https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/datehistory/

入場無料

5 「陸奥国守護所梁川城から桑折西山城へ」
10月5日（土）～1
月27日（月）

9：00～17：00
伊達市保原歴史文化資料館
（伊達市保原町大泉字宮脇265）

同左
（024-575-1615）

https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/datehistory/

大人210円、小中高生100円

6
伊達市歴史文化講演会「中世伊達氏と梁川
遺跡群」

10月5日（土） 13：00～17：00
伊達市立梁川小学校講堂
（伊達市梁川町字北本町21-1）

伊達市保原歴史文化資料館
（024-575-1615）

https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/datehistory/

入場無料、資料代500円（予定）

7
「福島が生んだオリンピアン 三浦弥平と円
谷幸吉」

9月28日（土）～
10月27日（日）

9：30～17：00
伊達市梁川美術館
（伊達市梁川町字中町10）

同左
（024-527-2656）

https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/y-museum/

大人300円、中高生200円、小学
生100円、幼児無料

8
「起き上がりこぼしプロジェクト 福島・伊達
展」

11月9日（土）～
12月15日（日）

9：30～17：00
伊達市梁川美術館
（伊達市梁川町字中町10）

同左
（024-527-2656）

https://www.city.fukushima-
date.lg.jp/site/y-museum/

無料

9 伝統文化親子フェス 11月24日 9:00～16:30
国見町観月台文化センター
(国見町藤田字観月台15番地)

国見町生涯学習課
024-585-2676

http://www.town.kunimi.fuku
shima.jp/kangetsudai/

国見町無形民俗文化財「内谷春日
神社太々神楽」公演などを予定

10 新五星山展
10月13日（日）～
11月17日（日）

9：30～17：00
二本松市大山忠作美術館
（二本松市本町2-3-1）

二本松市大山忠作美術館
（0243-24-1217）

http://www.nihonmatsu-
ed.jp/oyama/index.html

企画展期間中無休

11 「智恵子実物紙絵」展示公開
9月5日（木）～11
月19日（火）

9：00～16：00
二本松市智恵子記念館
（二本松市油井字漆原町36）

二本松市智恵子記念館
（0243-22-6151）

12 智恵子の生家２階 限定公開

9月
7,8,14,15,16,21,22,23,28,29
10月
5,6,12,13,14,19,20,22,26,27
11月2,3,4,9,10,16,17

9：00～16：00
二本松市智恵子記念館
（二本松市油井字漆原町36）

二本松市智恵子記念館
（0243-22-6151）

13 第22回市民音楽フェスティバル 11月10日（日） 10：00～15：00
二本松市民会館
（二本松市榎戸1-92）

二本松市教育委員会
（0243-55-5154）

14 戒石銘顕彰に関する作文コンクール表彰式 11月14日（木） 15：30～16：30
二本松市役所正庁
（二本松市金色403-1）

二本松市教育委員会
（0243-55-5154）

15
秋季テーマ展
「二次元の須賀川―絵図・絵画・写真―」

10月29日～
12月1日

9時～17時 須賀川市立博物館
須賀川市立博物館
0248-75-3239

休館日 月曜日・国民の祝日の
翌日(土日を除く)

16
おもしろ博物館講座

「収蔵資料鑑賞会・刀装具」
10月予定 須賀川市立博物館

須賀川市立博物館
0248-75-3239

無料

17
おもしろ博物館講座

「収蔵資料鑑賞会・掛軸」
11月予定 須賀川市立博物館

須賀川市立博物館
0248-75-3239

無料

18
おもしろ博物館講座
「すかがわ歴史散策」

11月16日 市内一円
須賀川市立博物館
0248-75-3239

19
おもしろ博物館講座
「すかがわ歴史講座」(全5回)

11月の毎週
土曜日

須賀川市立博物館
須賀川市立博物館
0248-75-3239

無料

20
企画展「ベリリウムの華 魅惑の緑柱石・金
緑石展」

9月10日（火）～11
月4日（日）

9：00～16：00
石川町立歴史民俗資料館
（石川町字高田200-2）

石川町立歴史民俗資料館
（0247-26-3768）

http://www.town.ishikawa.fu
kushima.jp/admin/material/

入場無料

21 講演会「阿武隈高地の地質」 10月20日（日） 14：00～15：30
石川町文教福祉複合施設「モトガッコ」
（石川町字関根165）

石川町立歴史民俗資料館
（0247-26-3768）

http://www.town.ishikawa.fu
kushima.jp/admin/material/

入場無料

22 石川町文化財めぐり 11月2日(土) 9：00～12：00 石川町内
石川町教育委員会教育課文化振
興係（0247-26-2566）

http://www.town.ishikawa.fu
kushima.jp/admin/hall/index
2.html

参加費無料
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23
秋季特別展「武士の時代の終わり―三春藩
から三春県へ―」

10月19日（土）～
12月1日（日）

9:00～16:30
三春町歴史民俗資料館
（田村郡三春町字桜谷5）

同左
０２４７－６２－５２６３

http://www.town.miharu.fuk
ushima.jp/site/rekishi/

入館料：300円

24
県指定文化財白河ハリストス正教会聖堂一
般公開

11月2日（土）
～4日（月）

10：00～15：00 白河ハリストス正教会（白河市愛宕町50）
白河ハリストス正教会
（0248-23-4543）

※入場無料

25
立村130年記念
「西郷村の平成をふり返る」

11月1日（金）～12
月27日（金）

08:30～21:00
西郷村文化センター
（西白河郡西郷村大字熊倉字折口原76-1）

西郷村教育委員会生涯学習課
(0248-25-2371)

http://www.vill.nishigo.fukus
hima.jp/kanko/rekishi_bunka
zai/bosin150/

入場無料

26 秋のたなぐら文化財展
11月9日（土）～17
日（日）

10:00～16：00
県指定重要文化財「八槻家住宅」
（棚倉町大字八槻字大宮66）

棚倉町教育委員会生涯学習課
（0247-33-0111）

http://www.town.tanagura.fu
kushima.jp/

大人300円、高校生200円、
小・中学生100円

27 矢祭町歴史探訪バス研修 10月27日（日）
7：00～19：00
（予定）

神奈川県川崎、東京都内（予定）
矢祭町教育委員会教育課生涯学
習グループ（0247－46—2202）

町民のみ対象

28 第47回矢祭町文化祭「矢祭神社の算額展」
11月2日（土）～
4日（月）

9：00～16：00
ユーパル矢祭（矢祭町大字東舘字蔵屋
敷108ー1）

矢祭町教育委員会教育課生涯学
習グループ（0247－46—2202）

http://www.town.yamatsuri.f
ukushima.jp

入場無料

29 御薬園「紅葉のつどい」 11月3日 9：00～16：00
名勝松平氏庭園 御薬園
（会津若松市花春町８－１）

御薬園
（0242-27-2472）

http://www.tsurugajo.com/o
yakuen/

入場無料

30 徳一廟覆堂開扉 11月9日（土） 9:00～15:00
史跡慧日寺跡
（磐梯町大字磐梯字本寺八幡）

磐梯町教育委員会文化課
（0242-73-3000）

見学無料

31 磐梯町分団連「芸能まつり」 11月9日（土） 10:00～14:00
磐梯町中央公民館
（磐梯町大字磐梯字仁渡1018）

磐梯町中央公民館
（0242-73-2017）

入場無料

32 磐梯山慧日寺資料館歴史講座 10月19日(土) 13:30～15:00
磐梯山慧日寺資料館
（磐梯町大字磐梯字寺西38）

磐梯山慧日寺資料館
（0242-73-3000）

受講料無料（事前申込制）

33
企画展「東日本大震災復興祈念写真展～
徳一菩薩と仏たち～」

9月2日（月）～
10月27日（日）

9:00～17:00
磐梯山慧日寺資料館
（磐梯町大字磐梯字寺西38）

磐梯山慧日寺資料館
（0242-73-3000）

http://www.town.bandai.fuku
shima.jp/

一般・大学生500円、高校生400
円、小・中学生300円

34 史跡慧日寺跡「秋の門前市と演奏会」 10月27日(日) 10:00～15:00
史跡慧日寺跡
（磐梯町大字磐梯字本寺八幡）

磐梯町教育委員会文化課
（0242-73-3000）

http://www.town.bandai.fuku
shima.jp/

入場無料 門前市10:00～
演奏会13:00～

35 磐梯町文化祭
11月1日（日）～3
日（土）

9:00～17:00
磐梯町中央公民館・町民体育館
（磐梯町大字磐梯字仁渡1018）

磐梯町教育委員会生涯学習課
（0242-73-2017）

http://www.town.bandai.fuku
shima.jp/

入場無料 最終日は15:00まで

36 柳津町文化祭 11月3日
9時～15時30
分

地域活性化施設やないづふれあい館 柳津町

37
本郷地域町民文化祭
「向羽黒山城跡のパネル展示」

11月2日(土)～3日
(日)

２日：９時～16時
３日：９時～15時

本郷体育館
（会津美里町山道上67-1）

会津美里町教育委員会教育文化課生
涯文化係（0242-55-0344）

入場無料

38 第17回からむし品評会表彰式 2019/11/3(日・祝) 13:20～14：00
昭和村公民館(福島県大沼郡昭和村大
字下中津川字住吉415番地)

昭和村からむし生産技術保存協会
0241-57-2216

39 第57回昭和村民文化祭 2019/11/3(日・祝) 9:00～18:00
昭和村公民館(福島県大沼郡昭和村大
字下中津川字住吉415番地)

昭和村公民館
(0241-57-2114)

www.vill.showa.fukushima.jp/ 入場無料

40 そうま市民まつり 11月3日（日）
９：００～１６：０
０

相馬市歴史資料収蔵館
（相馬市中村字北町５１－１）

相馬市教育委員会生涯学習課
（0244-37-2278）

https://www.city.soma.fukus
hima.jp/digital/

無料開放

41 企画展「奥相三十三所観音巡り」
9月14日（土）～11

月10日（日）
9：00～16：45

南相馬市博物館
（南相馬市原町区牛来字出口194）

南相馬市博物館
0244-23-6421

http://www.city.minamisoma
.lg.jp/index.cfm/24,html

観覧料 市内の高校生以下 無
料一般 ４００円

42 東北文化の日 無料観覧
11月3日(日)文化

の日
9:00～16:45

南相馬市博物館
（南相馬市原町区牛来字出口194）

南相馬市博物館
0244-23-6421

同上

43 泉崎横穴一般公開 10月12日
10:00～正午
13:00～15:00

泉崎横穴
（泉崎村泉崎字白石山１－８）

0248-53-4777
http://www.vill.izumizaki.fuk
ushima.jp/page/page000846.
html

44 泉崎村芸能発表会 11月10日 9:00～15:00
泉崎村中央公民館
（泉崎村大字北平山字高柳８８－１）

0248-53-2258 入場無料

45 大熊町 文化展
10月27日～11月３
日

9時～17時 大熊町役場いわき出張所 0240-23-7532

46 渦文－時を超える文様－
9月28日（土）～12
月15日（日）

9：30～17：00
福島県文化財センター白河館
（白河市白坂一里段86）

0248-21-0700
http://www.mahoron.fcp.or.j
p/

入場無料

47 あにまるず どうぶつの考古学
9月7日（土）～11
月17日（日）

9：30～17：00
福島県立博物館
（会津若松市城東町1-25）

0242-28-6000
https://general-
museum.fcs.ed.jp/

一般・大学生 700円（20名以上の団
体：560円）、高校生以下無料


