
福島県福島市三河南町1番20号

」他ルーホ的目多「 階4 ましくふセッラコ
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
※駐車料金については、30分まで無料、以降30分毎に100円かかります。

会場

主催／福島市

共催／地域人材コーディネート機関福島県事務局、福島労働局若年者地域連携事業事務局、福島公共職業安定所、福島
県中小企業団体中央会、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部福島職業能力開発促進セン
ター、福島県、福島商工会議所、社会福祉法人福島県社会福祉協議会、福島県地域ジョブ･カードセンター、福島県
中小企業家同友会福島地区、ふくしま若者サポートステーション、福島大学、福島学院大学、桜の聖母短期大学

後援／福島民報社、福島民友新聞社

12：20

～

16：00

平成30年

1 20月 日日時 参加費無料
事前申込不要

福島市商業労政課  TEL 024－525－3720
お問い
合わせ

詳しくは福島市ホームページ、
えふWORK 福島市就職応援ポータルサイトをご覧ください。

福島市  えふWORK 検 索

 一般求職者
 平成30年3月に大学・短大・高専・専修学校

　 などを卒業予定の学生

 平成27年から平成29年卒業の未就職者
　 ※高校生は除く

30社程度（1週間前より、福島市ホームページで公開予定）

企業ＰＲタイム
企業面談コーナー
ハローワークコーナー
ふるさと福島就職情報センターコーナー
福島市就職支援相談窓口コーナー

福祉人材センター求人相談コーナー

ふくしま若者サポートステーション相談コーナー
ジョブ･カードコーナー
職業興味検査コーナー

12：20～13：20
13：30～16：00

名　　称 実　　施　　内　　容 時　　間

14：00～16：00

企業面談参加企業による企業ＰＲ
福島の地元企業等による企業PR・面談の実施
ハローワーク福島職員による求職者との職業相談、情報提供等
ふるさと福島就職情報センターの案内と登録
福島市就職支援相談窓口の案内と登録
社会福祉法人福島県社会福祉協議会の
福祉人材センターによる福祉・介護関係の相談
ふくしま若者サポートステーションの案内と相談
ジョブ･カード制度の説明と相談
ポリテクセンター職員による興味検査、個別のキャリア相談の実施
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卒業年次の異なる学生は参加できませんのでご注意ください。
①県北地域に本社又は事業所を有し、就業場所も
同地域にある企業

②正社員として採用することを予定している企業

働きたい福島の企業がきっとみつかる！！
平成29年度 福島市
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新しい一年が始まります。新年初めのイベントは初詣。
「一年の計は元旦にあり」というように、新しい年をどう過ごすのか一年の心構え、計画を立ててみてはいかがでしょう。

ピンと張りつめた空気の中、境内で手を合わせ、心を込めて参拝すると身も心も引き締まりますよ。

初詣―市内 神社・お寺の年末年始行事―
1月の特集  

平成30年

戊戌

新
春
2018

つちのえいぬ

福島市駒山1　Tel.024-535-0519
駐車場：周辺駐車場（無料）200台（三が日のみ）

福島縣護國神社
福島市森合戸ノ内30（工業高校前）

Tel.024-557-0038

福島成田山不動院
大本山成田山新勝寺末寺

福島市宮町5-2　Tel.024-522-2702
駐車場：周辺駐車場（有料）約500台

福島稲荷神社

御利益

年末年始の行事について

由　緒　　　    　福島稲荷神社は、西暦987年第66代一条天皇の御代に、
陰陽師 安倍晴明（おんみょうじ あべのせいめい）が東北で唯一創建
した神社として知られ、平成30年で御鎮座1031年を迎える。
　伊勢神宮外宮の神さまで食をつかさどる神さま、豊受比売命（トヨ
ウケヒメノミコト）をおまつりし、福島市の総鎮守として広く市民に親
しまれている。

由　緒　　　    福島市は信夫山の麓にある福島縣護國神社。ほぼ全道
府県にある護國神社は護國の御英霊を御祭神としております。
　皇室の御崇敬も仰ぐ由緒正しい神社でありますが、その一方で
境内で野外ライブを開くなど若い世代との融合もあり、アーティス
トのUAもお参りしたそうです。
　神社への参道には正月の三が日と6日（土）～8日（祝）、13日
（土）～14日（日）の間には露店が並び、さらに大晦日にはそば屋
の露店も出ます。年越しそばを食べながら、境内のたき火で暖を採
り初詣というのもよろしいのではないでしょうか。
　また、護國神社ではおみくじが充実しており、「こどもおみくじ」
や「恋みくじ」など14種類以上のバラエティに富んだおみくじがあ
ります。あなたの本年の運勢は？

由　緒　　　    　「成田山」で知られる福島成田山不動院は、交通安全・厄
除け・家内安全・合格祈願等で全国的に有名な千葉県成田市の「大本
山成田山新勝寺」を本山とする真言宗智山派の寺院です。大本山より
御分霊を受けた不動明王を本尊として諸願成就のご祈祷が行われて
います。新年より「健康長寿祈願」奉修。年代を問わず、健康や心のや
すらぎ、長寿を祈るもので古希、喜寿、米寿等の
祝い歳の方におすすめ。新しい年の幸福を願っ
て、「力強い成田山不動明王」のご加護がありま
すよう是非ご参拝ください。

オリジナルお守りのご紹介
福島稲荷神社では160種以上のお守りをご用意しております。
★厄除けお守り…700円 ★魔除けの桃守り…700円
★競馬ファン必携！競馬勝守り（5種）…各500円
　※その他、おみくじも全16種類ご用意しております。

八方除け・厄除け・学業成就・商売繁昌・家内安全・諸願成就

オリジナルお守りのご紹介

★幸福御守・夢叶御守
★しおり付き合格御守
★健康御守・キティちゃん御守・キティちゃん破魔矢

御利益 厄除け・八方除け・学業成就・商売繁盛・家内安全・合格祈願など

御利益 家内安全・厄除け・方位除け・健康長寿・交通安全・合格祈願・
商売繁盛・事業隆盛・諸願成就

　最近は住宅事情などから、神棚を設けないご家庭が見
受けられます。神さまと毎日生活を共に、家の中に「神さま
の存在を感じる、祈りの場」があることが大切です。
　神社では、簡易（厚紙製）の「おふだ立て」を無料で差し
上げております。

御祭神　豊受比売命、他に大國主命、言代主命 御祭神　英霊・天照皇大御神

神棚がないご家庭、一人暮らしの方へ
家庭に祈りの場を

巾1m80cm×
高さ1m20cmの
干支ジャンボ絵馬を
ぜひ、ご覧ください。

★不動明王勝守
　…スポーツ・勉学・芸事などの勝運、
　　苦難・試練に打ち勝つ

★鉄道御守
　…鉄道ファン、利用者、関係者の安全と幸福

★学業成就・身体堅固御守
　…学生さんのランドセル、通学カバンに

★成田山身代り御守
　…災難・厄除けのご利益がある御守

★仕事御守
　…就職成就、仕事安全、開運出世

★不動明王絵馬付き破魔矢
　…開運招福・諸願成就

詳しい初詣情報は 福島県護国神社 検索詳しい初詣情報は 福島稲荷 検索

必見!!毎年恒例
ジャンボ絵馬!!

平成
30年
平成
30年

主 催　福島市消防団・福島市消防本部
　　　 福島市女性防火クラブ

10：50～12：00
場 所 吾妻通り・さんかく広場周辺

時 間

昭和初期の古装束を纏った消防団員が、明治時代の
火消しポンプを引き行進するよ。福島学院大学ＹＯＳＡ
ＫＯＩクラブの演舞もあり。みんな見に来てね。

平成30年

1月7日（日）

福島市消防本部 消防総務課　TEL.024-534-9107お問い合わせ

10：50頃　福島学院大学ＹＯＳＡＫＯＩクラブ
　　　　　「月下舞流」による演舞披露
11：10頃　挙式
11：20頃　閲団
11：40頃　消防組行進
11：45頃　分列行進
12：00　　終了

タイムスケジュール

観覧
無料

消防グッズ
プレゼント！！100先 着

名
様
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さんかく広場にご来場のお子さま

●シダックス

AXC●●東邦銀行

●信用金庫

まちなか広場
●
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行進区間

平和通り
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オ
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↑至信夫山トンネル

14:00～　基調講演　
　　　　  宮田まゆみ 「雅楽から広がる楽しい世界」

15:30～　コンサート　雅楽アンサンブル 伶楽舎
　　　　  第一部
　　　　  管弦　双調音取　酒胡子　胡飲酒破

　　　　  舞楽　賀殿急
　　　　  第二部
　　　　  芝 祐靖　復曲・構成　露台乱舞

　　　　  雑芸　白薄様　　　　　　　　　　　　　　管弦　平調音取、越天楽

　　　　  雑芸　早鬢多々良　　　　　　　　　　 朗詠　嘉辰

　　　　  乱舞　萬歳楽と池の涼しさ　　　雑芸　伊佐立奈牟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※都合により曲目が変更になる場合があります

17:00～　ふれあい交流会　
　　　　  会場／福島市古関裕而記念館 サロン

主催｜音楽による福島まち造り実行委員会、ミュージック・フロム・ジャパン　　共催｜福島市教育委員会、公益財団法人福島市振興公社　　
助成｜日本クラシック音楽事業協会（心の復興音楽基金）
協力｜福島テレビ、ふくしま未来研究会、福島民友新聞社、福島テレビエンタープライズ、一般財団法人桜ケ丘病院、
　　　福島商工会議所、国際ソロプチミスト福島、福島県立医科大学 お問い合わせ 福島市音楽堂　

TEL.024-531-6221　福島市入江町1-1

プ
ロ
グ
ラ
ム

笙演奏家
伶楽舎メンバー
宮田  まゆみ

三浦 　尚之
ミュージック・フロム・ジャパン
芸術監督

雅楽アンサンブル
伶楽舎 

かんげん　　そうぢょうのねとり

しば すけやす　　ふっきょく ・  こうせい　　　ろだいらんぶ

ぞうげい　 　しろうすよう

ぞうげい　　　 はやびんたたら

らんぶ　         まんざいらく　        いけのすずしさ ぞうげい　　　　いざたちなむ

ろうえい 　  　かしん

かんげん　  ひょうぢょうのねとり      えてんらく

ぶがく　　 かてんのきゅう

しゅこうし こんじゅのは

子どものための雅楽教室（福島市立第三小学校 全校生徒ご招待）
時間／10:00～11:30　　場所／福島市音楽堂大ホール
演奏／伶楽舎

ミュージック・フロム・ジャパン（MFJ）は、1975年三浦尚之が設立。以来
ニューヨーク州芸術評議会をはじめ、国際交流基金、文化庁、日米の財
団、在米日系企業など多方面からの支援を得て、音楽を通しての文化交流
に努めている。音楽之友社賞、外務大臣表彰、新日鉄音楽賞、中島健蔵音
楽賞、国際交流基金奨励賞に加え文化庁長官表彰が授与された。ニュー
ヨークにおいて1994年に開かれた日本音楽資料センターでは、日本の音
楽や文化に関する世界中からの様々な問い合わせに対応している。

同日
開催

この事業は平成29年度福島県地域創生総合支援事業（サポート事業）の補助により実施しています

歳末恒例「年の市」 12月25日（月）～1月5日（金）

1月1日（祝）～3日（水）、6日（土）、7日（日）、8日（祝）、13日（土）、14日（日）
※記載されている期間はご予約不要

初　詣 元旦0：00～（三が日の参拝者予想：10万人）

新年の厄除け、八方除け、家内安全祈祷▶9：00～17：00

※上記は予約無しでご祈祷が受けられます。〈16日（火）以降は要予約〉
厄祓い、方位除け、合格祈願、家内安全、商売繁盛など

※納められないもの→人形、ぬいぐるみ、燃えないもの
古いおふだ納め▶12月25日（月）～31日（日）

正月の松飾りを神社に納めます。（※納められないもの→おふだ、門松、人形、燃えないもの）
小正月松納め▶1月14日（日）・15日（月）

プチ「歳の市」 12月23日（祝）～31日（日）

ご祈祷 1月1日（祝）0：00～2：30までと、9：00～17：00まで受付
1月2日（火）～15日（月） 9：00～17：00まで受付

ご祈祷料 お一人様5,000円

元　朝 招福甘酒ふるまい

新春ご祈祷案内
元朝0：00～1：00　　◇1日（祝）～8日（祝）は
9：00～16：00まで随時受付〈9日（火）からは要予約〉

祈願案内 家内安全・厄除け・方位除け・交通安全・合格祈願・商売繁盛 他

祈祷料 お一人様5,000円、10,000円～

写経会 3月28日（水）・5月28日（月）・9月28日（金）※要予約

節分豆まき祈願祭 初不動1月28日（日）厄年、年男、年女に限らず、諸願成就
豆まき祈願、一般祈願申し込み受付中。1月15日（月）まで

小正月だんご市 1月8日（祝）～15日（月）

年末年始の行事について

年末年始の行事について

入園
無料

イルミネーション
2018

2018. 1/13（土）～ 2/12（月・祝）
点灯時間 17：00 頃 ～ 21：00まで

イルミネーション期間中の毎週土曜日は、
ミニコンサートを開催♪

18：30～19：15 
工芸館 

協力／ＪＲＡ福島競馬場

入園料／無料　駐車場／無料　開園時間／9:00～21：00 (年末年始を除き年中無休)

お問い合わせ　　四季の里　TEL 024-593-0101 

四季の里

photo:Ken Howard

毎週土曜日限定！
 

18:00～  先着35
   名様 

あったかスープで
 

おもてなし

1/13（土）… 福島ジャズ ボッサ研究会 
1/20（土）… Ａｓ－４「アス・フォー」  
1/27（土）… Ｍｕｓｉｃａｎｔｉ 音蔵詩 
2/ 3 （土）… 星 奈津美 
2/10（土） … ニュー・ファンタスティック・ 
　　　　　　ジャズ・オーケストラ 

時間

会場

観覧無料 

億


