郡山市観光案内所だより 10月号
♪10月のおすすめイベント♪

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所

◎ 『富岡の唐傘行灯花火』【亀賀森神社付近(三和小学校北側)】

10/9（日）20:00～

(郡山市指定重要無形民俗文化財)

富岡の唐傘行灯花火は、郡山市三穂田町富岡地区で、明治時代の初め頃か
ら雨乞いと豊作祈願、家内安全のために行われてきた伝統行事で、毎年10月の
第2日曜日に、亀賀森神社のお祭りで行います。角形の枠行灯の上に閉じられた

郡山市観光案内所
◇営業時間 9:00～17:30
◇休館日 年中無休
◇住所 郡山市字燧田195
◇ＴＥＬ＆ＦＡＸ 024-924-0012
◇E-Mail
k-kankouannaijo@coffee.ocn.ne.jp

唐傘が取り付けられ、導火線の火が唐傘に移ると、閉じられた傘が開き、光が雨の
ように降り注ぐ仕掛けになっています。

お問い合わせ先：郡山市生涯学習課 ☎024-924-2441

美術館等の企画展のご案内
開催日時

行事名

9/17 (土) ～ 10/30

10/1 (土) ～ 11/3

10/7 (金) ～ 3/30

10/8 (土) ～ 11/27

場所

交通アクセス

郡山駅前5番線東部タウン循環
最後の印象派
美術館先回りバス
(日)
郡山市立美術館
1900-20’s Paris
美術館下車
郡山駅前11番線
麓山経由バス
(木)
明治天皇巡幸と郡山
郡山市開成館
開成館下車、徒歩3分
郡山駅前11番線
民衆の叫び
コスモス循環池ノ台回りバス
(木)
郡山市歴史資料館
～江戸時代の史料を読む～
図書館前下車、徒歩約3分
郡山駅前7番線
さくら循環虎丸回りバス
(日) 清廉の俳人 深見けん二 こおりやま文学の森資料館
総合体育館前下車、徒歩1分

お問い合わせ
郡山市立美術館
☎024-956-2200
郡山市開成館
☎024-923-2157
郡山市歴史資料館
☎024-932-5306
こおりやま文学の森資料館
☎024-991-7610

◎ 身障者・高齢者等の入場無料および割引については各お問合せ先へお問合せください。
※イベントの日程等は変更になることもありますので、お出かけの際はご確認ください。
※期間中の定休（休館）日は各お問合せ先へお問合せください。

お知らせ

♪郡山石筵ふれあい牧場からのお知らせ♪
◎ 『牧場まつり』 (入場無料)

♪郡山カルチャーパークからのお知らせ♪
◎ 『秋のイベント＆緑化フェア2016』

10/9(日)、10(月) 9:30～16:00
牛乳早飲み大会やジャンボカボチャの重量当て大会など、楽しいイベントが

10/2(日) 9:30～16:00
ジャンボダーツや輪投げ、お笑い芸人のSHOW TIME、花苗プレゼント、

盛りだくさん。10日は、せせらぎ小町のミニライブや大抽選会が行われます。

プリザーブドフラワーアレンジメント教室など、さまざまな催しが行われます。

なお、イベントにより定員がある場合があります。

なお、イベントにより定員がある場合があります。

詳しくは施設にお問い合わせください。

詳しくは施設にお問い合わせください。

お問い合わせ先：郡山石筵ふれあい牧場

お問い合わせ先：郡山カルチャーパーク

☎024-984-1000

☎024-947-1600

ふくしまデスティネーションキャンペーン 特別企画のご案内
開催期間

キャンペーン名

1/15 (金) ～ 12/31 (土)

プレゼント＆クーポンキャンペーン2016
ふくしま温泉・グルメスタンプラリー

3/12 (土) ～

11/6 (日)

3/18 (金) ～ 10/30 (日)
4月

～

12月

4月
10月
～
9:00～15:00 （予約制）

ふくしま酒蔵巡りスタンプラリー
リアル宝探しイベントin福島
コードＦ-6 ～福島に現れし幻の種伝説～
郡山クリームボックススタンプラリー
（郡山市内１８店舗で実施）
高柴デコ屋敷 デコ散歩
（料金は高柴デコ屋敷観光協会へお問い合わせください）

※イベントの日程等は変更になることもありますので、お出かけの際はご確認ください。
※期間中の定休（休館）日は各お問合せ先へお問合せください。

お問い合わせ
同キャンペーン運営事務局 ☎024-935-6140
受付時間/9:30～17:00 （土・日・祝日を除く）

同キャンペーン運営事務局 ☎024-521-2550
受付時間/9:00～１７:00 （土・日・祝日を除く）

福島県観光交流課 ☎024-521-7398
受付時間/8:30～17:15 （土・日・祝日を除く）

郡山市観光課

☎024-924-2621

受付時間/8:30～17:15 （土・日・祝日を除く）

高柴デコ屋敷観光協会

☎024-971-3907

受付時間/9:00～17:00（木曜定休） ※お昼どきはご遠慮ください

郡山市イベントカレンダー
開催日時
10/1 (土) ～ 10/2 (日)
11:00～16:30

行事名

場所

まちなか音ステージ

郡山駅西口駅前広場、
うすい百貨店前

10/1 (土) ～ 10/2 (日) 会館15周年記念イベント

科学をたのしもう!
10/2 (日) 9:30～16:00

2016年10月

秋のイベント＆
緑化フェア2016

郡山市ふれあい科学館
（スペースパーク）
郡山カルチャーパーク

交通アクセス

同実行委員会(郡山商工会議所)

☎024-921-2610
郡山駅から徒歩約3分
郡山駅前7番線
ドリームランド行きバス
ドリームランド下車
（土･日･祝日のみ）

10/2 (日) 10:00～15:00

10/7 (金)

12:15～

10/7 (金) ～ 10/9 (日)
7日13:00～16:00
8・9日10:00～16:00

10/8 (土) 18:00～19:00

10/9 (日) ～ 10/10 (月)
9:30～16:00
10/9 (日) 10:00～14:00

10/9 (日) 13:30～15:30

おおまち笑・Show・商

大町商店街
（大町通り）

ホールコンサート

郡山市役所 本庁舎
玄関ホール

こおりやま産業博

ビッグパレットふくしま

駅前観望会

郡山駅西口駅前広場

牧場まつり

郡山石筵ふれあい牧場

浄土松公園まつり

浄土松公園

こども映画会
「トムとジェリー2」他 全3本

郡山カルチャーパーク

郡山駅から徒歩約5分
郡山駅前9番線
市役所経由バス
市役所下車
郡山駅前1番線
柴宮団地行き以外のバス
ビッグパレット下車

20:00～

10/12 (水) 13:30～15:30

10/16 (日) 13:30～15:30

富岡の唐傘行灯花火

亀賀森神社付近
(三和小学校北側)

パブリックシアター
「シャレード」

郡山カルチャーパーク

こども映画会
「銀河鉄道の夜」他 全3本

郡山カルチャーパーク

10/23 (日) 10:00～15:00

10/23 (日) 10:00～15:00

10/29 (土) 10:00～15:00

10/30 (日) 10:30～14:00

10/2、9、16、23、30
毎週日曜日、6:00～7:30

10/8、9、10、22、23

市場の朝市

総合地方卸売市場

ファミリーフェスタ

ビッグパレットふくしま

麓山の杜 月釜
（お抹茶 1杯300円）

21世紀記念公園

みんなの市民活動
交流フェスタ

ミューカルがくと館

高篠山森林公園祭り

高篠山森林公園

おはよう市場

総合体育館
西側駐車場

ドリームランド
フリーパス発行日

郡山カルチャーパーク

磐越西線 会津若松行き
磐梯熱海駅下車、
磐梯熱海駅より車で約20分
郡山駅前11番線
山田原・御霊櫃行きバス
大界下車、徒歩約7分
郡山駅前7番線
ドリームランド行きバス
ドリームランド下車

郡山駅から車で約40分
郡山駅前2番線
長沼･下守屋行きバス
ドリームランド南口下車、
徒歩約10分
郡山駅前7番線
ドリームランド行きバス
ドリームランド下車
郡山駅前7・9番線
免許センター行きバス
太田西下車、徒歩約10分
郡山駅前1番線
柴宮団地行き以外のバス
ビッグパレット下車
郡山駅前11番線
麓山経由バス
麓山1丁目下車
郡山駅前7番線
さくら循環虎丸回りバス
総合体育館前下車
郡山駅から車で約40分
郡山駅前7番線
さくら循環虎丸回りバス
総合体育館前下車
郡山駅前7番線
ドリームランド行きバス
ドリームランド下車
（土・日・祝日のみ）

※イベントの日程等は変更になることもありますので、お出かけの際はご確認ください。
※期間中の定休（休館）日は各お問合せ先へお問合せください。

☎024-936-0201
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
大町商店街振興組合
☎024-931-6745
郡山市文化振興課
☎024-924-2661
同実行委員会(郡山商工会議所)
☎024-921-2620

☎024-936-0201

（土・日・祝日のみ）

10/23 (日) 6:30～9:00

郡山市ふれあい科学館

郡山市ふれあい科学館

（土･日･祝日のみ）

10/9 (日)

お問い合わせ

郡山石筵ふれあい牧場
☎024-984-1000
同実行委員会(逢瀬行政センター)
☎024-957-3000
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
郡山市生涯学習課
☎024-924-2441
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
総合地方卸売市場
☎024-962-9976
同実行委員会(社会福祉協議会内)
☎024-932-5311
21世紀記念公園 麓山の杜
☎024-924-2194
アシストパーク郡山
☎024-924-3352
高篠山森林公園
☎024-957-3748
郡山市園芸畜産振興課
☎024-924-3761
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600

