
2019年イベントカレンダー
⽇付 イベント名 場所

1⽉ 1⽇ ⻄⽅⽔かけ祭り ⻄⽅ 塩竃神社周辺
2⽇ 初市 旧町内
4⽇〜3⽉31⽇ 四季めぐる三春城下町スタンプラリー（冬期間） 三春きたまち蔵「TENJIN」
14⽇ ニューイヤーコンサート2019 inまほら ⼤町 三春交流館まほら
20⽇ 三春だるま市 ⼤町 おまつり道路

2⽉ 1⽇〜3⽉31⽇ 郷⼟⼈形館のひなまつり 三春郷⼟⼈形館ほか
3⽇ 真照寺節分会 新町 真照寺境内
17⽇ 三春滝ザクラ天然記念物再⽣事業 現地説明会・⾒学会 三春滝桜
〜17⽇ Kinachick Circusとその仲間たち Atelier Cocon.(アトリエココン)
24⽇〜5⽉31⽇ 天皇陛下御在位30年記念品ダムカード配布 三春ダム

3⽉ 1⽇〜3⽇ 三春ダムライトアップ 三春ダム
2⽇〜9⽉22⽇ キビタンフラワースタンプラリー2019 福島県各地 三春町内
16⽇〜17⽇ サックスの調べ＆弦楽セレナーデ ⼤町 三春交流館まほら
17⽇から18⽇ 全国あげものサミット2018 ⼤町 三春交流館まほら
16⽇〜10⽉27⽇ コードF-9〜幸せを運ぶ25のラッキー〜 福島県各地 三春町内

4⽉ 1⽇〜30⽇ 愛姫さくらまつり 三春滝桜 三春町内
1⽇〜6⽉30⽇ 愛姫スタンプラリー（春期間） 三春きたまち蔵「TENJIN」
1⽇〜5⽉31⽇ ⻘砥照男 写真展 ⼤町 フォトギャラリーいとう
2⽇〜21⽇ 早川雅信 展 〜桜のまち・三春を訪ねて〜 荒町 法蔵寺
5⽇〜9⽉1⽇ ⽊村忠夫コレクション⾊紙展 町内3か所
6⽇ さくらの⾥クリーンアップ作戦 三春ダム、⼤滝根川周辺
6⽇〜14⽇ 三春ダムライトアップ 三春ダム
7⽇ 第15回 みはる春のおどり ⼤町 三春交流館まほら
上旬 桜開花 町内及び滝桜周辺
上旬 真照寺の⽔芭蕉開花 新町 真照寺境内
10⽇〜 滝桜ライトアップ 三春滝桜
11⽇〜13⽇ 第11回 春の美術展 三春美術協会員作品展 ⼤町 三春交流館まほら
13⽇〜5⽉26⽇ 『愛姫MEGOHIME』展⽰ 北町 Atelier Cocon.
13⽇〜6⽉23⽇ 春季企画展 「⽯塚省三」展 三春町歴史⺠俗資料館
13⽇ 第4回愛姫⾏列 ⼤町
14⽇ ⼭⽥カタクリの⾥まつり カタクリの⾥（⼭⽥字宮⽥地内）
14⽇ 第10回三春桜歌謡祭 ⼤町 三春交流館まほら
第2⽇曜⽇ 直毘神社祭礼 (太々神楽) 上舞⽊ 直毘神社境内
17⽇ ⾺頭観⾳祭礼 荒町 ⾺頭観⾳堂境内
第3⽇曜⽇ ⼋幡神社祭礼 (⻑獅⼦舞) ⼋幡町 ⼋幡神社境内
19⽇ 王⼦神社祭礼 ⼤町 王⼦神社境内
20⽇ 第17回 芸能さくら祭り ⼤町 三春交流館まほら
24⽇ 愛宕神社祭礼 中町 愛宕神社境内
第4⽇曜⽇ 北野神社祭礼 北町 北野神社境内

5⽉ 4⽇〜5⽇ コミュタン福島 春フェス2018 コミュタン福島
5⽇ 花祭り・稚児⾏列 旧町内
9⽇ 守城稲荷春季祭礼 ⼤町 守城稲荷神社境内
11⽇ 琉球伝統歌舞集団「⿓神」 ⼤町 三春交流館まほら
上旬〜31⽇ 三春の⾥新緑祭 三春の⾥⽥園⽣活館
17⽇〜19⽇ ちょっくら市 拡⼤版 三春町中町周辺
19⽇ 第五回 三春藩Cub主総会 〜泰聖豊環〜 滝桜⼤駐⾞場
26⽇ 第24回 ⾼柴デコ祭り ⾼柴デコ屋敷 ⼤⿊屋駐⾞場

6⽉ 7⽇〜9⽇ 三春町さつき展⽰会 ⼤町 三春交流館まほら
9⽇ 第22回さくら湖マラソン⼤会 さくら湖周辺
23⽇ 第9回 花と⾳楽祭 岩江 ファームパークいわえ
29⽇ ⼈形劇団むすび座「アラビアンナイト」 ⼤町 三春交流館まほら

7⽉ 1⽇〜9⽉30⽇ 愛姫スタンプラリー（夏期間） 三春きたまち蔵「TENJIN」
10⽇〜10⽉10⽇ 愛姫イラストコンテスト 三春町アートクリエイター⼈材育成協議会
5⽇〜8⽇ 三春ダムライトアップ 三春ダム
13⽇〜14⽇ ⽥村⼤元神社祭礼 (⻑獅⼦舞・三匹獅⼦舞) 新町 ⽥村⼤元神社境内
14⽇ 第4回中町ふれあい軽トラ市 中町 中町公⺠館駐⾞場
21⽇ コミュタン福島 夏フェス2019 コミュタン福島
中旬〜8⽉中旬 法蔵寺蓮まつり 荒町 法蔵寺境内
26⽇ ⼋雲神社祭礼 (⻑獅⼦舞) 荒町 ⼋雲神社境内
28⽇ 三春の⾥夏祭り (花⽕⼤会) 三春の⾥⽥園⽣活館



8⽉ 1⽇〜9⽉30⽇ 三春フォトコンテスト2019 三春秋まつり実⾏委員会（三春町産業課内）
3⽇ ⼋幡町盆踊り ⼋幡町 ⼋幡町遊園地
4⽇ ⼀⿓斎貞⽔「⽴体怪談」 ⼤町 三春交流館まほら
4⽇ 岩江親⼦盆踊り 岩江⼩学校校庭
10⽇ 映画『盆唄』 三春上映会 ⼤町 三春交流館まほら
10⽇ 花市 ⼤町 まほら駐⾞場
11⽇ 中町盆踊り 中町 中町公⺠館前
11⽇ アートクリエイター教室 三春町アートクリエイター⼈材育成協議会
14⽇ 沢⽯盆踊り 沢⽯ 沢⽯地区運動広場
15⽇〜16⽇ 三春盆踊り ⼤町 おまつり道路
15⽇ 下舞⽊4区盆踊り⼤会 えり花美容室上の空き地
18⽇ 新町盆踊り 新町 セリ場跡
24⽇ 州伝寺⼀時地蔵尊みたま祭り 新町 州伝寺境内
24⽇ 天沢寺⾝代地蔵尊祭り 新町 天沢寺境内
30⽇ 晦⽇盆踊り ⼤町 まほら駐⾞場

9⽉ 1⽇ 第8回みはる駅前健康まつり 雷クリニック・きよはし薬局駅前店駐⾞場
19⽇ 王⼦神社秋季例祭 ⼤町 王⼦神社境内
21⽇ みずウォーク三春⼤会 三春ダム周辺
22⽇ コミュタンフェスティバル in Autumn コミュタン福島
24⽇ 愛宕神社秋季例祭 中町 愛宕神社境内
旧暦8⽉15⽇ ⼋幡神社秋季例祭 ⼋幡町 ⼋幡神社境内

10⽉ 1⽇〜12⽉30⽇ 愛姫スタンプラリー（秋期間） 三春きたまち蔵「TENJIN」
6⽇ 第3回 三春の郷エイド&サイクリング 三春町内3コース
6⽇ コミュタン福島秋フェス2019 コミュタン福島
11⽇〜2020年2⽉29⽇ 絶景福島スタンプラリー 真照寺 三春きたまち蔵「TENJIN」
12⽇〜13⽇ 三春⼤神宮祭礼 (太々神楽・⻑獅⼦舞)  旧町地区
18⽇〜11⽉10⽇ 三春町⽂化祭 ⼤町 三春交流館まほら
19⽇ 守城稲荷神社祭礼 ⼤町 守城稲荷神社境内
19⽇〜12⽉1⽇ 秋季特別展 『武⼠の時代の終わり』 三春町歴史⺠俗資料館
26⽇〜落葉まで 紅葉ライトアップ 三春⼤神宮及び、真照寺
27⽇ 三春の⾥収穫祭 三春の⾥⽥園⽣活館

11⽉ 2⽇〜3⽇ 三春秋まつり 三春町運動公園駐⾞場
3⽇ 天⽇鷲神社祭礼 (三匹獅⼦舞) 富沢 天⽇鷲神社境
3⽇ ⽕雷神社祭礼(三匹獅⼦舞) 富沢 ⽕雷神社境内
3⽇ ⾼⽊神社祭礼 (三匹獅⼦舞) 実沢 ⾼⽊神社境内
3⽇ 樋渡神社祭礼 (三匹獅⼦舞) 樋渡 樋渡神社境内
3⽇ 王⼦神社祭礼 (三匹獅⼦舞) 蛇⽯ 王⼦神社境内
3⽇ ⾒渡神社祭礼 (⼤々神楽) 斎藤 ⾒渡神社境内
12⽇〜14⽇ 渡辺弥七 蛙⽂字展 ⼤町 三春交流館まほら
24⽇ ロッキーチャックコンサート ⼤町 三春交流館まほら
30⽇ わらび座ミュージカル「ジパング⻘春記」 ⼤町 三春交流館まほら

12⽉


