
2017 夏   福島市 花火大会＆お祭り特集 暑い夏を涼しく楽しもう！プール特集

森合市民プール森合市民プール TEL.024-558-2210　福島市森合字上柳内1-1

お問い合わせ先

ヘルシーランド福島ヘルシーランド福島 TEL.024-536-5600　福島市岡部字上川原26

お問い合わせ先

あづま総合体育館  室内プールあづま総合体育館  室内プール TEL.024-593-1111　福島市佐原字神事場1

お問い合わせ先

●利用時間／9：30～17：00　
【1部】9：30～11：30 【2部】12：30～14：30 【3部】15：00～17：00 
【ナイター】7月15日（土）～8月16日（水） 18：00～20：00

●開催期間／6月17日（土）～8月27日（日）　●駐 車 場／有

●利用時間／9：00～20：00　※プールは1日4回入替制
【1部】10：00～12：00 【2部】13：00～15：00 【3部】15：30～17：30 
【4部】18：00～20：00

●休 館 日／毎月15日　●駐 車 場／有
※15日が土・日曜日の場合は開館し、翌月曜日が休館日。 ※15日が祝祭日の場合は開館し、翌日が休館日。
※年末年始（12/29～1/3）は開館します。 ※公立小・中学校の夏休み期間中も休まず営業します。 

福島市中央市民プール福島市中央市民プール TEL.024-534-7934　福島市堀河町2-50

お問い合わせ先

●利用時間／9：30～17：00　 ※50ｍプールと25mプールのみ利用可能です。
【1部】9：30～11：30 【2部】12：30～14：30 【3部】15：00～17：00 
【ナイター】 7月22日（土）～8月16日（水） 18：00～20：00

●開催期間／7月22日（土）～8月27日（日）　●駐 車 場／無

●利用時間／
10：00～20：30　※プールは1日4回入替制
【1部】10：00～12：00 【2部】13：00～15：00 【3部】15：30～17：30 
【4部】18：00～20：30 

●休 館 日／毎週火曜日（火曜が祝祭日の際はその翌平日）　
　※清掃の際、臨時休館の場合あり

●駐 車 場／有 
　 ※その他交通機関 
　定期バス（福島交通）…福島駅東口7番バス乗場から佐原行き、あづま総合体育館下車。
指定日運行バス（福島交通）…土・日・祝のみ運行。福島駅東口7番バス乗場
から佐原・四季の里行き、あづま総合体育館下車。

個人　1人1回 一般　370円 生徒等　190円

サマーフェスティバル
ヘルシーランドの夏の祭典。大浴場休憩室で
フラダンスとベリーダンスが観賞できます。

入場料
（大浴場休憩室）　
一般／300円、小・中学生／150円

出　演 Me Ka Hau’oli（メカハウオリ）、アルマーザ

開催日 8/27（日） 13：00～14：30

水泳教室ABC
一般の方を対象とした水泳教室を開催します。

定　員 各10名
（先着順により定員になり次第締め切り）

申し込み 8/3（木）9：00より直接来館により受付

受講料 2,600円（プール利用料＋保険料）

講　師 福島県北水泳連盟指導員

対　象 一般（18歳以上の男女）

小学生水泳教室 abc
小学生を対象とした水泳教室を開催します。

定　員 各10名
（先着順により定員になり次第締め切り）

申し込み 8/6（日）9：00より直接来館により受付

受講料 1,800円（プール利用料＋保険料）

講　師 福島県北水泳連盟指導員

対　象 小学生

初心者水泳教室（1～3年生）
9/4、11、25、10/2の各月曜日
16：30～17：30

初心者水泳教室（1～3年生）
9/6、13、20、27の各水曜日
16：30～17：30

ナイター初心者水泳教室（1～3年生）
9/4、11、25、10/2の各月曜日
19：00～20：00

ナイター初心者水泳教室（4～6年生）
9/6、13、20、27の各水曜日
19：00～20：00

aコース

bコース

ciコース

ciiコース

水中運動教室
9/5、12、19、26の各火曜日
10：00～11：00

初心者水泳教室
9/1、8、22、29の各金曜日
10：00～11：00

ナイター水中運動教室
9/5、12、19、26の各火曜日
19：00～20：00

ナイター初心者水泳教室
9/1、8、22、29の各金曜日
19：00～20：00

Aコース

Bコース

CⅠコース

CⅡコース

個人
1人1回

回数券
（6回券）

一般 200円

一般 1,000円

高校生 100円

高校生 500円

中学生以下 60円

中学生以下 300円

個人
1人1回

回数券
（6回券）

一般 200円

一般 1,000円

高校生 100円

高校生 500円

中学生以下 60円

中学生以下 300円

個人
1人1回

回数券
（6回券）

一般 300円

一般 1,500円

高校生 200円

高校生 1,000円

小・中学生 100円

小・中学生 500円

　今年は、「花美咲く ふくしま夏夜
空～39th Anniversary～」をテー
マに、ふくしまの夏夜空を満開の花
火で咲き誇らせます。
　間近で観る大迫力の尺玉や華麗
なスターマインなど、花火の醍醐味
をお楽しみください。
　また、福島市制施行110周年・福
島商工会議所創立100周年に合わ
せ、節目の年に当たる方からのアニ
バーサリー花火も打ち上げます。

　8月6日～8日の3日間、パセオ通りのお店をは
じめ、福島市内の企業・学校などが作った、100本
を超える色とりどりの笹かざりが通りを埋め尽く
します。
　屋台なども出店される、福島を代表する夏の風
物詩です！

福島競馬場：約1,300台（第1、2、5、6、馬運車駐車場） 
あぶくま親水公園：約300台・北信支所：約50台

第39回 ふくしま花火大会

※荒天の場合は翌日に順延

信夫ヶ丘緑地
（阿武隈川・松川の合流点） 

19：20～20：40まで

※当日のまつり実施についてのお問い合わせは TEL.0180-99-3932まで
TEL.024-536-5511（福島商工会議所内）

8月4日（金）～5日（土）
7月29日（土）

駐車場 （17：30～21：30）

交通規制 17：00～22：00

日本一の大わらじ
第48回 福島わらじまつり

福島わらじまつり実行委員会事務局お問い合わせ

お問い合わせ

　長さ12m、重さ2tの大わらじが会場
をねり歩き、わらじおどり集団がレゲエ
調の平成わらじ音頭に合わせてコース
内を華やかに踊ります。引き続いて、
ヒップホップ調のダンシングそーだナイ
トを情熱的にフィナーレまで踊ります！

置賜町スズラン通り商店街協同組合 TEL.024-521-1515
（株）あきたや楽器店

2017 
福島七夕まつり
8月6日（日）～8日（火）

出店数
約100店

パセオ通り12：00～17：00

時 間

会 場

大会会場 周辺

会 場会 場時 間

国道13号線 信夫通り

4日／16：15～
5日／10：00～

会 場

時 間

4日（金）スケジュール

今年は、8/4（金）に相馬騎馬隊・米沢鉄砲隊・台湾民族舞踊団の3組が特別出演！

16：15～　修祓式・オープニング

16：50～　相馬騎馬隊・米沢鉄砲隊・台湾民族舞踊

17：50～20：20　わらじおどり（大わらじパレード）

20：30～21：15　ダンシングそーだナイト

　小学生による子どもわらじ競走が元
気に行われたあと、女性の部・一般の
部のわらじ競走が勇壮に行われます。
引き続いて、ヒップホップ調のダンシン
グそーだナイトを情熱的にフィナーレ
まで踊ります！

5日（土）スケジュール
10：00～12：00　わらじ作り体験教室
　　　　　　　　　（ウィズもとまち 4F）

17：25～19：15　わらじ競走

19：25～21：05　ダンシングそーだナイト

　毎年恒例、四季の里夏まつり
が今年も開催！打ち上げ花火は
もちろん、よさこい演舞・霊山太
鼓・バルーンショー・極真空手の
演武など、ステージショーも満
載！おいしい屋台もいっぱい！！

お問い合わせ 四季の里 TEL.024-593-0101

四季の里 
夏まつり
8月13日（日）

四季の里16：20～20：30 会 場会 場時 間

※当日の大会実施についてのお問い合わせは TEL.0180-99-3590まで（10：00～）
TEL.024-525-3720（福島市商業労政課内）ふくしま花火大会実行委員会事務局お問い合わせ

※ヘルシーランド福島の駐車場は、花火大会観覧には利用できません。

場 所：信夫ヶ丘陸上競技場 
申 込：7月3日（月）から実行委員会へ電話にて 受付（先着）

場 所：信夫ケ丘球場の一部
　　　（球場スタンド約2,000席） 
料 金：1人500円（大会運営協力金） 
受 付：当日17：00～正面入口で受付（先着）

車いす利用、高齢により介助が必要などの理
由で会場に行けない方50組を対象とします。
※家族などの付き添いがある場合に限らせていただきます。

有 料 観 覧 席

優 待 観 覧 席

18日（金）旧堀切邸周辺
19日（土）飯坂温泉駅前広場

18日（金）14：30～
 ※流し踊りは19：00～
19日（土）13：00～

16：20～19：30
ステージショー
18：00～18：30
子ども花火
19：30～
花火打ち上げ（約40分）
20：30
夏まつり終了

タイムスケジュール

打上数
約10,000発

　飯坂温泉街で昔から唄われている飯坂小唄に合
わせ流し踊りを実施します。飛び入り参加OK!
　19日は飯坂温泉駅前広場でビアガーデン＆花火
大会を開催。市内外で活躍中のミュージシャンの音
楽を聴きながら、冷たいビールをお楽しみください!
夜は夏のフィナーレを飾る花火大会を実施します！

お問い合わせ 飯坂温泉観光協会 TEL.024-542-4241

飯坂温泉ファイヤー祭
～飯坂小唄流し踊り～

8月18日（金）～19日（土）
会 場時 間

手持ち花火を
プレゼント！！

17：40より
小学生以下のお子様

先着600名に

利
用
料
金

利
用
料
金

利
用
料
金

利用料金


