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イチョウ

光のプロムナード

あづま総合運動公園内中央園路（イチョウ並木）
のイチョウ
（１
１６本 約５２０m）
をライトアップし、幻想的な空間を演出します。
秋の夜長にライトアップされたイチョウと黄金色に輝く光のトン
ネルをゆっくり散歩してみてはいかがですか。

秋のこむこむまつり

トークショーやワークショップ、
プラネ
タリウム無料投影など。先着100名に
はオリジナル缶バッチをプレゼント！

車でお越しの方は、大駐車場をご利用ください。
お問い合わせ：(公財)福島県都市公園・緑化協会 TEL.024-593-1111

【INSPiプロフィール】
1997年大阪大学で結成。2001年フジ系
「ハモネプ」出演、
メジャーデビュー。

11月25

晩秋の星空観望会

光のしずく
イルミネーション
２０１8

火おこしや弓矢などの縄文体験とフリーマーケットのほかに、
オリジ
ナルエコバッグ作りなども。
子供から大人まで楽しめる１日です。

パセオ470及
び周辺
福島駅東口広
場

11月3日（土・祝）

10：00〜15：00
※雨天決行・荒天中止

光のしずくイルミネーションは「市民みんなで創造する福島市の冬の
風物詩」
として、2007年より点灯しています。
ご家族やご友人と一緒に
冬の福島を散策しませんか。
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点灯式
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水

〜 1 31木

街なか広場
金

17：00〜

内容

点灯式・ライブなど

ところ／じょーもぴあ宮畑
（福島市岡島字宮田７８）

パセオ通り及び周辺・
福島駅東口広場

Ami Hoyano

11月3日（土・祝）

※勾玉づくりは１個300円で限定30個です

エコバッグ作りスタンプラリー

エコバッグにスタ
ンプをおして、自分
だけ の オリジ ナル
バッグを作ろう！

歩こう秋のふくしま！恒例のあづまの郷ウォーク大会も今年で
16回を数えます。
美しいイチョウと各コース歓迎ポイントでの
地域の方々のおもてなしがウォークの疲れをいやしてくれます。
大人400円

お問い合わせ／じょーもぴあ宮畑

23

チケット好評発売中

日

開場 13:30 開演 14:00

福島市音楽堂大ホール
当日、楽器専門店ブリリアント様のご協力により
「楽器メンテ
ナンス・修理」の相談受付を実施いたします。

お問い合わせ
saxophone

Masataka Hirano

（C）
ノザワヒロミチ（CAPSULEOFFLCE）

日

時

受付 8：00〜9：00
スタート 9：30

出発式 9：00
20㎞コースより順次

※最終フィニッシュ時間15：00 フィニッシュ後は各自解散となります。

場

所

あづまウォーキングコース 他

（とうほう・みんなのスタジアム（あづま陸上競技場）スタート〜イチョウ並木フィニッシュ）

20km 清流荒川・アンナガーデンコース

門

13km 吾妻連峰眺望コース

10km 里山・歴史探訪コース
6km 公園満喫コース

3km せせらぎ広場探検コース

日用品から子供服、
手作りアクセサリーや
絵本まで、
バラエティ豊かなお店が大集結！

12 /
平野 公崇

第 16 回あづまの郷ウォーク大会

部

2018

サックス

(受付時間／17：30〜18：30)

●対 象／どなたでも(小学生以下は保護者同伴)
●定 員／先着50名

※雨天決行

フリーマーケット

パセオ通り 12/7(金)〜1/31(木)
周辺点灯 17：00〜23：00

聖 夜に贈る ︑
ク リスマス・プレゼン ト ♪

フランク

プログラム

J
.S
.バッハ

前奏曲︑
フーガと変奏曲

主よ人の望みの喜びよ 他

organ

縄文時代の暮らしをのぞいてみ
よう！じょーもぴあ・遺跡の案内
人が縄文時代をご案内！弓矢や
火おこしの縄文体験や縄文服
の試着、勾玉づくりもできます。

いずれも展示室観覧券（当日限り有効）が付きます

サックス×パイプオルガン クリスマスコンサート

梅干野 安未

宮畑縄文人体験会

高校生以下300円

お問い合わせ：光のしずく事業実行委員会 TEL.024-522-4841
（平日 9：00〜17：00）

オルガン

●日 時／11月17日
（土）
17：30〜19:00

TEL.024-524-3131

駅前広場 11/14(水)〜1/31(木)
先行点灯 17：00〜23：00

会場

天文台にある望遠鏡で、季節の星たち
を眺めてみませんか？曇雨天時には天
文 台 の 見 学 や 天 文 に 関 するワーク
ショップを行います。

●日 時／11月16日(金) 19：00〜19：45
●定 員／120名 ※未就学児入場不可
●観覧方法／当日9時30分から観覧券を販売

フリーマーケット

200,000球

【RAG FAIRプロフィール】
1999年関東の大学のアカペラサークルのメンバーを中心に
RAG FAIR結成。2001年ミニ・アルバムでメジャーデビュー。

星とアロマのひととき
「月」が満ち欠けする美しい姿や月面の模様に
は、古くから世界各地のエピソードがありま
す。いやしのアロマの香りに包まれながら、晩
秋の夜空におもいを馳せてみましょう。

縄文人体験会＆

アカペラグループRAG FAIRリーダー
福島フェス実行委員
ふくしまFM「impress」水曜パーソナリティ
NHK福島ラジオ第1「こでらんに5」火曜パーソナリティ

こむこむ天文教室

〜月の世界〜

●時
間／14：00〜
●会
場／1階わいわいホール
●定
員／290名
●観覧方法／当日13：00より
観覧整理券を配付
（1人2枚まで）
。

RAG FAIR 引地洋輔

入場
無料

お仕事あとのプラネタリウム

お問い合わせ／福島市子どもの夢を育む施設 こむこむ館

電球総数

日（日）13：30 〜

●会場／1階わいわいホール ●定員／200名
●観覧方法／当日12：30より観覧整理券を
配付
（1人2枚まで）
。

あづま総合運動公園 イチョウ並木
※火曜日はお休み

福島市音楽堂

024-531-6221

〒960-8117 福島市入江町1-1 TEL.

全席自由
一般販売

シングル
2,000円

学 生
1,000円

プレイガイド
■福島市音楽堂 福島市音楽堂 検索
■中合福島店
■CNプレイガイド
・セブンイレブン
（店内マルチコピー機セブンチケットより）
・ファミリーマート
（店内famiポートより）
■ローソンチケット
［Lコード:22138］
［店頭］ローソンLoopi
※プレイガイドによって発売時間は異なります

●主催 / 福島市音楽堂（（公財）福島市振興公社）
・福島市教育委員会 ●後援 / 福島民報社・福島民友新聞社・福島テレビ・テレビユー福島・福島中央テレビ・福島放送
※駐車台数に限りがありますので、
バス・タクシー等の公共交通機関のご利用をお願いいたします。
※未就学児入場不可

杉田篤史

ゲストMC

※実施日の詳細は公園ホームページで発表します。

17：00〜20：00

INSPi

アカペラグループINSPiリーダー
組織調和ワークショップ
hamo-labo主宰
NPO法人TOKYO L.O.C.A.L理事

11月3日（土・祝）9:30〜17:00

１０月下旬〜１
１月中旬まで開催
日
時間

ゲストMC

TEL０２４-５７３-００１５

第5 回

参加資格
参加料金

身体健康で、参加距離を自力で時間内（15：00まで）に歩ける方
大人（高校生以上）700円

子ども（小・中学生）500円

※当日、
受付にて参加料をお支払いの上、
お申込みください。
※未就学児参加料無料

お問い合わせ／あづまの郷ウォーク大会実行委員会事務局 TEL.024-593-1111

第4回までの学童まつりの様子

学童まつり
開 催 日 ： 11月25日（日）
開催時間帯 ： 11：00〜15：00（受付14：30まで）
会 場 名 ： こむこむ（福島市早稲町1-1）
参加無料

学童保育の中から生まれた
『あそび場』
です。市内の小学生、就学前のお子さん、
おうちの方々も…、
皆さん一緒にお楽しみください。福島市内の学童保育情報（パンフ・掲示）
も用意いたします。
ご利用ください。
主催：福島市学童クラブ連絡協議会、学童まつり実行委員会

※コース途中で
ウォークラリーが
あります。
※ウォークラリーは
小学生以下のお子様
のみ参加できます。

お問い合わせ：024-536-1843（六華学童クラブ／三上あけみ）

