
4月2日(日)～30日(日)までの土・日・祝と春休み期間

4月21日(金)

4月12日(水)　①13：30～13：45／②14：10～14：25
4月15日(土)　①  9：50～10：05／②10：20～10：35

無料料 金

コラッセふくしま 
1Fアトリウム

会 場

10：00～15：00時 間

お問い合わせ    TEL.024-597-6741（特非）福島県スポーツ吹矢協会

4月29日(土)

無料料 金

ふくしまスポーツプロモーション 
健康運動実践指導者　
菅野 勇貴 氏

講 師MAXふくしま4F アオウゼ（多目的ホール）会 場

13：30～15：00時 間

お問い合わせ    TEL.024-533-2344

4月24日(月)

毎日新聞 創刊145年記念
第22回毎日新聞ご愛読者感謝祭

林真理子
　  講演会

さん

ホテル辰巳屋 8F

15：00～17：00
（開場14：20）

20172017
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好評販売中！

満 員 御
礼

ご好評
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員に達し
ましたの

で、受付
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定価：本体1,944円（税込）

お買い求めは
本誌8ページ目の

はがきにて受け付けます。

時を超えるミステリー ～宮畑と星空のナゾ！～

春のイベント情報

福島市出身のタレント なすびさんのナレーションにより、宮畑ミステリーと呼ばれる「焼かれた家」
と「直径90cmの柱」に関するナゾや、縄文時代の星空のナゾについて迫ります。

お問い合わせ    福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ  TEL.024-524-3131

16：30～17：15
一般 300円 / 高校・大学生 200円 / 4歳～中学生 100円
※3歳以下は座席を使用する場合は100円、使用しない場合は申し出により無料

観覧券は当日9：30から1Fインフォメーションで販売

4月1日(土)
時 間

観覧料

先着120名定 員

こむこむ 4Ｆプラネタリウム会 場

季節の星座とともに、
福島市の美しい
四季や折々の行事を
臨場感あふれる
全天周の映像で
お楽しみいただけます。

こむこむプラネタリウムPresents

花と星の詩 ～ふくしまの歳時記～
スターリーアワー

腹式呼吸と胸式呼吸と吹矢式呼吸。

スポーツ吹矢
無料体験会

元気に生きていく源には「呼吸」がとても大切です。礼に始まり礼に終
わる一連の動作に加え、矢を飛ばし的に当たった音は感動を覚えま
す。子どもから大人まで、障がいのある方でもワクワク感とともに体験
することができます。障がい者サポート公認指導員がスタッフを務めま
すので、お気軽にご参加ください。

男性限定！良い汗ながして運動不足解消♪
男（おやじ）のたまり場 ～足腰しゃっきり体操～

年を重ねるごとにおとろえを感じてくる足腰。いつまでも健康で活力
に満ちた人生を送るためには、日ごろから鍛えて身体を動かす習慣
を身につける必要があります。飲み物とタオルをご持参のうえ、当日会
場までお越しください。男性限定、事前申込は不要です。

時 間
定 員

こむこむ 4Fプラネタリウム
16：30～17：15
先着120名

会 場

※常設番組「もっと！星空のせかい」の
　トピックとして投影

お仕事あとのプラネタリウム
「星空探訪 ～春を彩る夜空の花たち～」

たくさんの花々が芽吹く春の季節、プラネタリウムでも美しい天体たちを眺めながら、
癒しのひとときを過ごしてみませんか？

時 間
定 員

こむこむ 4Fプラネタリウム
19：00～19：45
先着120名

会 場

※未就学児の入場はできません

はじめてのプラネタリウム
長くない！ 暗くない！ お話ししても大丈夫！ プラネタリウムでお星様デビューしてみましょう。

定 員
こむこむ 4Fプラネタリウム
先着60名

会 場

料 金
未就学児とその家族
無料

対 象

あづま総合運動公園では、各所で桜を楽しむことができ
ます。おすすめは公園東側に位置する巨石広場、民家園。
室石と呼ばれる周囲80mの巨石や鯉が泳ぐ池、明治時
代に建てられ移築復原された旧広瀬座周辺では、ソメイ
ヨシノやヤマザクラが楽しめます。

春の醍醐味、水面に映る美しい夜桜春の醍醐味、水面に映る美しい夜桜

サクラ光のファンタジー＆
古民家ライトアップ
サクラ光のファンタジー＆
古民家ライトアップ

無料料 金

あづま総合運動公園　巨石広場、民家園（旧馬場家）会 場

18：00～20：00時 間

お問い合わせ    TEL.024-593-1111

4月7日(金)～4月16日(日)4月7日(金)～4月16日(日)

※火曜日の休園日はお休み。その他荒天の場合は中止となる場合があります。
※上記期間は、桜の開花状況により変更があります。

15日（土）はスペシャルイベント「かがり火（18：00～19：45）」と
東北電力鼓響会のみなさんの「太鼓（18：30～19：00）」の演奏
をお楽しみください。

福島駅前広場への「花のモニュメント」
（ミニ花見山）の設置(4月上旬～5月上旬)

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～5月31日土 水

昨年と比べ新規参加店舗を増やし、全部で69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♪

“福島へ来る観光客のおもてなし” を目的とした「ふくしま花のまちフェスティバル」
を今年も開催します。『花』にちなんだ様 な々催しで、毎年観光客のみならず福島
駅前が大いににぎわいます。見て、歩いて、福島の春を肌で感じてみましょう。

“福島へ来る観光客のおもてなし” を目的とした「ふくしま花のまちフェスティバル」
を今年も開催します。『花』にちなんだ様 な々催しで、毎年観光客のみならず福島
駅前が大いににぎわいます。見て、歩いて、福島の春を肌で感じてみましょう。

開催
場所

開催
期間

店　名 料理・ランチ名 電　話住　所 店　名 料理・ランチ名 電　話住　所
味工房　ひさご

岩代家敷　大王

粋蕎庵　八幡

粋心庵　八幡

そば処　玄

そば処　萬亀

手打ちそば　なお

手打そば　ますだ

峰亀　曽根田店

味処　みずほ

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

郷土料理　いろり庵　東口店

うなぎ升冨

こう福や福島店

創作和食ダイニング　ふくすけ

ホテル辰巳屋　日本料理　しのぶの里

和食堂　まつ川

和風料理　絹の里

うまか粋亭 

うまか丼どん亭

喜久寿し

旬香酒稲　辰巳

六本木江戸半分家 和工房 新

和食美酒　たつみ

ゆず沢の茶屋

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

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　陸

中国料理レストラン　シエルドラゴン

スペインバル　カメレオン

イタリアンレストラン　ラフーガ

おりーぶ屋

トラットリア・La・MOMO

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

ビストロ・ウグイス

ホテル辰巳屋　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

福島サンダース

西洋料理　ラ・セーヌ

福島県浄土平レストハウス

レストラン　エスポアール

レストラン楓

レストラン Ki-ichigo

オムライスカフェ　茶房ダンケシェーン

羅布乃瑠　沙羅英慕　福島店

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

oncafé

珈琲グルメ

ドバルダン

㈲みどり豆

よくばりそば

ランチ孫薬師そば

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

大海老の天ザル

クーポンランチ

特選　北の幸セット

小丼2種の春ランチ

焼肉膳・ざるそば

天ざる桜うどん薄平造り

桜うどんと春天丼セット

桜うどんと春天丼セット

桜うどんと春天丼セット

会津のソースかつ丼セット

握寿司　うどんセット

こう福や御膳

宝石箱ランチ

華やか春色御膳

彩り御膳

食うポン特製　釜めしランチセット

春の粋特別すし御膳

春の豪華海鮮ランチ

クーポンランチ

クーポンランチ

バラちらしセット

クーポンランチ

クーポンセット

つちゆの雪うさぎカレー

石焼ステーキビビンバ

誠の焼肉セット

韓国薬膳ランチバイキング

セレクトンランチセット

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

春のおもてなしランチ

陸ランチ

ヘルシー＆スタミナランチ

選べる！ 春のスパニッシュランチ

サラダとパスタのセット（アスパラベーコントマト）

うにのトマトクリームクーポンランチ

ジューシー手づくりハンバーグ自家製まろやかデミグラスソース

おちゃのこ菜菜のローストビーフ丼

石窯ピッツァセット

レディースランチ

春の選べる肉ランチ

ロザージュランチ

ふっくらハンバーグときのこのトマトソースパスタセット

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

花見山ランチ

日替わりランチ

福のしま。ご膳

ごぼうハンバーグ

特選和風ランチ 特選洋食ランチ

キイチゴクーポンランチ

オムライスセットとデザートチョイス

具だくさん野菜の石焼きチーズリゾットセット

ステーキセット

春のクーポンランチ　60分コース

ランチで食うポン限定　ランチビュッフェ60分コース

週替わりパスタセット

oncaféランチプレート

クーポンランチ

ロールキャベツ

春のクーポンランチ

福島市土湯温泉町杉の下21

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

福島市西中央3-71-1

福島市荒町2-8

福島市上町3-4　コマ福島ビル1F

福島市曽根田町3-33

福島市土船中谷地48

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

福島市大町2-2

福島市成川字西谷地17-1

福島市南沢又字中琵琶渕25

福島市中町2-6 （ホテルサンルート福島1F）

福島市栄町5-1　ホテル辰巳屋

福島市太田町13-73

福島市松川町下川崎字西原25-2

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

福島市置賜町8-8 パセナカミッセ2F

福島市三河南町5-11

福島市荒井字横塚2-8

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

福島市置賜町8-8　パセナカミッセ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

福島市南矢野目字新田1-12

福島市北中央1-36

福島市笹谷字上成出19-1

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

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

福島市栄町5-1　中合１番館6F

福島市太田町13-73

福島市土湯温泉町字鷲倉山地内

福島市松川町字平舘19-2

福島市太田町13-53

福島市三河南町1-20　コラッセふくしま12F

福島市栄町5-1　中合2番館3F

福島市天神町15-4

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

福島市飯坂町字湯沢26

福島市栄町7-33　錦ビル2F

福島市早稲町5-21

福島市入江町12-6　入江サウンズ2F

☎595-2329

☎535-3311

☎555-0807

☎557-0555

☎559-3917

☎536-0345

☎572-4286

☎523-3772

☎534-4934

☎593-2335

☎545-2263

☎535-3730

☎535-6292

☎593-5078

☎545-4366

☎555-5202

☎521-5210

☎563-5230(予約直通)

☎531-1111

☎567-5520

☎525-1448

☎555-1440

☎522-4826

☎522-2800

☎522-8639

☎536-7577

☎593-5088

☎0243-24-2148

☎555-3715

☎523-3733

☎591-4892

☎531-1111

☎539-6321

☎539-8188

☎524-1741

☎522-8317

☎521-1266

☎522-4379

☎563-6844

☎533-5072

☎573-8970

☎553-3888

☎533-0008

☎573-2488

☎557-2233

☎558-0141

☎522-7202

☎573-8750

☎563-5230(予約直通)

☎536-0883

☎521-2342

☎548-0786

☎522-6195

☎531-1111

☎0242-64-2100

☎567-3234

☎533-1171

☎536-6158

☎521-5151

☎525-3110

☎522-8611

☎533-4166

☎573-7866

☎525-2245

☎542-3159

☎523-4035

☎521-2005

☎531-8833

花時計のまわりに花見山の花木（桜、桃、レンギョウ、ボケ、ハクシン、他）を豪華に

飾り付けます。観光客や出張者などの駅利用者を美しい花でお出迎えします。

福島駅コンコース・
福島駅西口駅前広場への
花もも等の設置
(4月上旬～5月上旬)

福島の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・駅前広場を

楽しんで歩いていただくため、花ももなどの花見山を

代表する花木を用いた飾り付けを行います。

Fukushimaハルフェス
inえきまえ2017の開催
［期間／4/1（土）～5/31（水）］

手づくり作品を多数集めたイベントを4/9（日）に開催。
世界でたった一つの作品に出会えるチャンスです。

飲食ブースや振る舞いといった様々なお店が出店します。
また、4/1（土）～5/31（水）の期間中、豪華賞品が当たる「ハルフェススタンプラリー」も開催。

第13回花と街のふれあいプロジェクト
事業（福島商工会議所女性会との事業連携）

観光客等に街案内、
およびステージイベントを

行います。

花時計の整備
（通年）

駅前広場周辺への
花ももの木プランターの設置
（期間／4月上旬～5月上旬）

花ももの木プランターを駅前広場周辺に最大100鉢設置します。駅から街の中心部にかけて色鮮やかな
花が並びます。

ランチでクーポン

4月1日～5月31日土

［100周年記念スタンプラリー同時開催］

福島商工会議所創立100周年記念

水
開催
期間

福島は自然豊かで四季折々に花が

咲きます。年間を通して花時計を

季節の花で彩り、震災からの復興を

呼び掛けるメッセージを発信します。


