
　暖かくなった春の陽気のなかで、地元「荒井」で作った　
「寒ざらしそば」はいかがですか？ 昼は昔の遊びなどの体験
コーナー、夜は古民家のライトアップもお楽しみいただけます。

お問い合わせ先／福島商工会議所　TEL.024-536-5511 福島商工会議所 検 索

福島駅東口駅前広場・
駅前通り・周辺商店街4月1日～6月30日金 木

　昨年と比べ新規参加店舗を増やし、全部で66店舗と、福島市全域を網羅しました。パ
ンフレットについているクーポン券をお使いいただくと、季節限定メニューが1,000円で
食べられます！パンフレットは福島駅東西の観光案内所、コラッセふくしま、下記参加店
に設置しています。また、福島商工会議所ホームページより「優待お食事クーポン」をダウ
ンロードし、印刷したものも使用可能です。この機会にぜひご利用ください♪

　福島市随一の観光拠点である花見山と、福島駅前広場に設置する花のモニュメント及び
花時計設置事業をはじめとした様々な事業を通して、観光客のおもてなしをすることで、
ふくしまアフターDC（デスティネーションキャンペーン）の機運を高めることを目的に、
ふくしまアフターDC関連事業として本イベントを実施します。

開催
場所

開催
期間

4月1日～6月30日金 木開催
期間

　花見山の花木（桜、桃、レンギョウ、ボケ、ハクシン、他）を花時計の周りに豪華に飾りつけ
ます。

期間／4月上旬～5月上旬

期間／4月7日（木）～5月9日（月）

福島駅前広場における花のモニュメントの設置

　市内における回遊性の向上を図るため、観光客等に街案内、及びステージイベントを行
います。

第12回花と街のふれあいプロジェクト事業の実施

　駅前通り及び駅前広場(東口)に100鉢設置し、観光客を駅から中心部へご案内します。
期間／4月1日（金）～5月8日（日）

福島駅前通り等への花ももの木プランターの設置

　花見山等を目的に来福していただいた観光客にコンコースを楽しんで歩いていただ
くため、花ももなどの花見山を代表する花木を使用して、コンコースに飾り付けをします。

福島駅コンコースへの花もも等の設置(4月上旬～5月上旬)

　福島市の花は春だけでなく、四季を通じて様々あることから、年間を通して整備します。

花時計の整備（通年）

Fukushimaハルフェスinえきまえ2016の開催

店　名 料理・ランチ名 電　話住　所 店　名 料理・ランチ名 電　話住　所

ランチでクーポン
　春の福島を楽しむ賞品が当たるスタンプラリーを開催します。4月10日（日）は駅前通りに
ゆっくりくつろげる「元気カフェ」や「手づくりマルシェ」がオープンします。

【昼の部】11：30～14：00（限定150食）

【夜の部】17：30～19：00（限定70食）

荒井 寒ざらしそば祭り
in民家園

福島市教育委員会 文化課
TEL.024-525-3785

時　間

お問い合わせ

こむこむゴールデンウィーク
えいがまつり

 

毎年恒例、春のこむこむまつり！
　みんなが大好きなあのキャラクターのショーや、プラネタリウム無料投影、
すべて無料のワークショップなど、楽しいことが盛りだくさん！

（金・祝）
人気の映画4作品を上映します。親子やご家族でゴールデンウィーク

の楽しいひとときをお過ごしください。

こむこむ1F わいわいホール
場　所 定　員

各回30分前に整理券を配付
（1人2枚まで）

観覧方法

4 29

（火・祝）

5 3

（木・祝）

①10：30～（約100分）
　メアリーと秘密の王国（2014年劇場公開）
②14：00～（約75分）
　ムーミン谷の彗星（1992年劇場公開）

①10：30～（約95分）
　ミニオンズ（2015年劇場公開）
②14：00～（約50分）
　ダイナソープラネット「絶滅した狩人ダスプレトサウルス」

各回290名
お問い合わせ

こむこむ  TEL.024-524-3131

4月9日（土）

野菜かきあげ天ぷら付きざるそば
※荒井産「菜種油」で揚げます。

10：00～15：00

第12回川俣シャモまつり
 in四季の里

川俣町産業課 商工交流係
TEL.024-566-2111

時　間

　川俣町の特産品であり、福島県認証ブランド地鶏で
もある「川俣シャモ」を多彩なメニューで味わうことができる
イベント。川俣シャモの丸焼き体験やステージイベントな

どお楽しみいっぱいの2日間です。

お問い合わせ

4月29日（金・祝）～30日（土）

5月3日（火・祝）～5日（木・祝）
10：00～16：00（最終日は15：00まで）

四季の里春まつり
時　間ゴールデンウィークの3日間は四季の里で！

恒例のこいのぼり数当てクイズやゲストを招いての
ステージショー、大型遊具ふわふわなど、イベントいっぱい

楽しさいっぱいの3日間♪
お問い合わせ

10：00スタート
時　間

参加料

　毎年約900名の参加者でにぎわう人気行事。初夏
の陽気のなか荒川周辺のウォーキング（5km、10km）で
健康増進を図りませんか。山木屋太鼓の演奏のほか、

参加者には特典の進呈もあります。
※参加申込書はゴールデンウィーク明けに市内の各学習センターに設置する予定です。

お問い合わせ

6月5日（日）

福
島
市
民
家
園

四
季
の
里

入場無料

四季の里 TEL.024-593-0101

四季の里 TEL.024-593-0101

第9回あらかわ・ふるさとの川
ウォーキング 大人500円、子ども300円（要事前申込）

※避難者の方々 は参加費無料

3日（火・祝） 4日（水・祝） 5日（木・祝）
10：00～ オープニング

10：30～/14：30～/15：30～ アナウンサーと遊ぼう

 大人気 福島のゆるキャラ
11：00～/14：00～ 「ブラックももりん with きぼっこちゃん」
 と遊ぼう！

13：00～/15：00～ よさこい演舞

　

10：00～ オープニング

10：30～/13：30～/15：30～ アナウンサーと遊ぼう

11：00～/14：00～ AKB48チーム8 舞木 香純 トークショー
 もりっとのルンルンバルーン教室
 「親子で鯉のぼりをつくろー」

13：00～/15：00～ 青空に向かってレッツダンス クラップスチアリーダー

こ
む
こ
む

5 5春のこむこむまつり

1食800円（税込）
寒ざらしそばの
仕込みの様子

味工房　ひさご

味処　みずほ

岩代家敷　大王

粋蕎庵　八幡

粋心庵　八幡

そば処　玄

峰亀　曽根田店

手延べ製法ねせびきうどん 里の坊

味処大番　御山本店

味処大番　竹林亭

味処大番　こけしの里

こう福や福島店

サンダース　レストラン

日本料理　しのぶの里

創作和食ダイニング ふくすけ

和食堂　まつ川

うまか粋亭 

うまか丼どん亭

喜久寿し

旬香酒稲　辰巳

和食美酒　たつみ

ゆず沢の茶屋

御食事処　極空

道の駅つちゆ つちゆロードパーク

炭火焼肉  上杉  福島店

焼肉　誠

いやしカフェ

韓国家庭料理　幸福

チャイニーズレストラン番乃虎

中華DINING　龍の壺

中華料理　珉珉

中国四川料理　石林

中国飯店　精華苑

中国料理　川虎

中国料理　珍満賓館

中国料理レストラン　泰山

中国料理レストラン 天空龍 シエルドラゴン

スペインバル カメレオン

イゾラ フェリーチェ

おりーぶ屋

ぱすたとほろ宵いおちゃのこ菜菜

buono伊太利亜(ボーノイタリア)

ムギ・ドゥーエ・フレスカ

欧風オデンと自然派ワイン uguisu

レストラン＆バー ロザージュ

ティールームZero

サイトウ洋食店

コーヒー＆レストラン 風の谷

西洋料理ラ・セーヌ

トラットリア　La MOMO

福島県浄土平レストハウス

洋風茶寮　風花田

レストラン　エスポアール

レストラン Ki-ichigo

レストラン楓

羅布乃瑠　沙羅英慕 福島店

和風料理　絹の里

ビアレストラン ローゼンケラー

グランパークホテル エクセル福島恵比寿

四季菜食カウリキッチン

ダイニングレストラン パストラル

みどり豆

oncafé

oncafé moniwa

珈琲グルメ

DOBAR DAN (ドバル ダン)

よくばりそば

焼肉膳・ざるそば

ランチで孫薬師そば

得ヒレカツ膳

プレミアム海鮮丼セット

うなぎとろろ丼セット

ねぎごまだれ鮪丼ととろろそばセット

天ザル桜うどん薄平造り

桜うどんと春のかき揚げ丼セット

桜うどんと春のかき揚げ丼セット

桜うどんと春のかき揚げ丼セット

こう福や御膳

花見山ランチ

ちらし寿司ランチ

宝石箱ランチ

彩り御膳

春の粋ランチ

春の豪華海鮮ランチ

クーポンランチ

クーポンランチ

クーポンランチ

クーポンセット

海鮮丼

つちゆの雪うさぎカレー

春のクーポンランチ

誠の焼肉セット

韓国薬膳ランチバイキング

鉄板豚肉プルコギ定食

セレクトランチセット

四川麻婆ランチ

坦々麺セット

四川ランチ

週替わり特別ランチ

王道スペシャル

おもてなしランチ

フカヒレあんかけ麺セット

ヘルシー&スタミナランチ

春の選べるスパニッシュランチ～イベリコ豚orパエリア～

トラットリアのピアットウニコランチ

うにのトマトクリームクーポンランチ

本ずわいと海老と春キャベツの濃厚トマトクリーム

石窯ピッツァセット

レディースランチ

春の選べるウグイスレディースランチ

ロザージュ・ランチ

おすすめシーフードパスタセット

クーポン限定ランチ「自家製欧風カレーライス」

やわらかポークソテー ナッツとオレンジのソース

日替りランチ

ジューシー手づくりハンバーグ自家製トマトソース

福のしま。ご膳

風花田　特製カレーセット

ごぼうハンバーグ

キイチゴクーポンランチ

福のしま御膳

シェフのおすすめセット 昔ながらのナポリタン

クーポン特製 釜めしランチセット

ステーキセット

春のクーポンランチ 60分コース

ランチビュッフェ60分コース

週替わりパスタセット

春のクーポンランチ

oncaféランチプレート

moniwaランチ

クーポンランチ

ロールキャベツ

福島市土湯温泉町杉の下21

福島市土船中谷地48

福島市下野寺字薬師堂後4

福島市南矢野目字道下30-11

福島市森合字中谷地9-31

福島市南矢野目中屋敷65-4

福島市曽根田町3-33

福島市仁井田字石塚37-1

福島市御山字三本松14-1

福島市松浪町7-18

福島市荒井字地蔵原丁2-2

福島市南沢又字中琵琶渕25

福島市栄町5番1号 中合一番館6F

福島市栄町5-1 ホテル辰巳屋

福島市中町2-6 ホテルサンルート福島1F

福島市太田町13-73

福島市野田町1-16-55

福島市南矢野目字西荒田50-17 イオン福島1F

福島市渡利字柳小路59-1

福島市栄町6-6 ユニックスビル1F

福島市三河南町5-11

福島市荒井字横塚2-8

福島市飯野町字町97-1

福島市松川町水原字南沢41-2

福島市笹谷字塗谷地83-2

福島市置賜町2-12 立ち花館1F

福島市町庭坂字荒町59-1

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2F

福島市太田町13-73

福島市大森字高畑7-3

福島市成川字這松3-2

福島市本町5-30 コーワビル2F

福島市大町4-15 チェンバおおまちB1F

福島市置賜町8-14

福島市北町2-1

福島市栄町10-8 アクティ21ビル2F

福島市三河南町4-10 味川ビル1F

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2F

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2F

福島市北中央1-36

福島市北矢野目字窪田23-5

福島市八島田字勝口15

福島市本町5-30 コーワビル1F

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2F

福島市栄町5-1 ホテル辰巳屋8F

福島市御山字一本木10-9

福島市栄町9-5 栄町清水ビル2F

福島市清水町字北谷地16-1

福島市太田町13-73

福島市笹谷字上成出19-1

福島市土湯温泉町字鷲倉山地内

福島市宮代字植田29

福島市松川町字平舘19-2

福島市三河南町1-20 コラッセふくしま12F

福島市太田町13-53 ホテル福島グリーンパレス

福島市天神町15-4

福島市松川町下川崎字西原25-2

福島市栄町12-10 ひかりビル1F

福島市曽根田町10-6

福島市曽根田町1-18 ダイユーエイトＭＡＸ福島店2F

福島市大町7-11 ホテルサンルートプラザ福島2F

福島市入江町12-6 入江サウンズ2F

福島市飯坂町字湯沢26

福島市飯坂町茂庭字中茂庭36

福島市栄町7-33 錦ビル2Ｆ

福島市早稲町5-21

☎595-2329

☎593-2335

☎535-3311

☎555-0807

☎557-0555

☎559-3917

☎534-4934

☎545-2263

☎535-3730

☎535-6292

☎593-5078

☎555-5202

☎522-6195

☎522-5111

☎521-5210

☎531-1111

☎525-1448

☎555-1440

☎522-4826

☎522-2800

☎536-7577

☎593-5088

☎563-1711

☎0243-24-2148

☎555-3715

☎523-3733

☎591-4892

☎597-7734

☎531-1111

☎539-6321

☎539-8188

☎524-1741

☎522-8317

☎521-1266

☎522-4379

☎522-5250

☎533-5072

☎573-8970

☎523-5510

☎533-0008

☎557-2233

☎558-0141

☎522-7202

☎573-8750

☎522-5111

☎536-0883

☎521-2342

☎548-0786

☎531-1111

☎573-2488

☎0242-64-2100

☎554-0063

☎567-3234

☎536-6158

☎533-1171

☎525-3110

☎567-5520

☎522-8611

☎533-4166

☎573-7866

☎525-2245

☎531-8833

☎542-3159

☎542-3159

☎523-4035

☎521-2005

10：00～ オープニング

10：30～/13：30～/14：30～ アナウンサーと遊ぼう

11：00～／14：00～ 「ウルトラマンティガ」ミニショー

13：00～ ゲーム大会

15：00～ イベント終了
12：00～/14：30～

※出演時間については変更となる場合がございます。
詳しくはお問い合わせください。

4月の
特集

春めく季節が桜前線とともに一歩ずつ、一歩ずつ─。
お出かけにぴったりなこの季節、足を伸ばして春を感じましょう。


