郡山市観光案内所だより 1月号
♪1月のおすすめイベント♪

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所

郡山市観光案内所

◎ 1/6（金）～1/7（土）
『七日堂まいり』、『七日堂市』 （如宝寺）
6日の昼から7日の夕方にかけて夜通し行われる七日堂まいりは、如宝寺境内に

ある馬頭観音の祭りです。『馬が駆けるように早く願いごとがかなう』と言われ、毎年約
十万人の人で賑わいます。また、境内や門前には、だるま、宝船、まさるなど多数の

◇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

露店が連なる、七日堂市も開催されます。
お問い合わせ先：七日堂まいり（如宝寺） ☎024-922-0607

七日堂市実行委員会

☎024-932-2362

美術館等の企画展のご案内
開催日時

1/5

場所

交通アクセス

郡山市立美術館

郡山駅前5番線東部タウン
循環美術館先回りバス
美術館下車

こおりやま
文学の森資料館

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、徒歩1分

行事名

雪村周継
12/17 (土) ～ 1/15 (日)
「四季山水図屏風」展示
コレクション探訪
1/21 (土) ～ 3/20 (月)
英国紳士の審美眼
(木) ～ 1/22 (日)

児童作文
コンクール優秀作品展

お問い合わせ
郡山市立美術館
☎024-956-2200
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）日は各問合せ先へお問合せください。

年末年始の公共施設等の休館情報
施設

休館期間

郡山市民文化センター
☎024-934-2288
安積歴史博物館
☎024-938-0778
大安場史跡公園
☎024-965-1088
開成館
☎024-923-2157
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
郡山市立美術館
☎024-956-2200
郡山市歴史資料館
☎024-932-5306
郡山中央図書館(臨時)
☎024-923-6601
こおりやま文学の森資料館
☎024-991-7610
21世紀記念公園
☎024-924-2194

12/28～1/3

12/28～1/4

施設

休館期間
12/29～1/3

郡山市役所
☎024-924-2491
ニコニコこども館
☎024-924-2525

12/31～1/3

市民サービスセンター(ビッグアイ6階）

※12/29、30は10:00～17:00

12/31、1/1
※12/31は展望ロビーのみ入場

12/31、1/1

年末年始休まず営業

改装のため休館中

☎024-922-5544
郡山市ふれあい科学館
☎024-936-0201
ペップキッズこおりやま
☎024-941-2711
磐梯熱海アイスアリーナ
☎024-984-5377
磐梯熱海スポーツパーク
☎024-984-1781
郡山ユラックス熱海
☎024-984-2800
郷さくら美術館
☎024-927-1010

※休業期間、営業時間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。

♪郡山石筵ふれあい牧場からのお知らせ♪
雪遊び in 郡山石筵ふれあい牧場
期間

1月21日（土）～2月26日（日）の土・日曜、祝日

時間

10：00～15:00

料金

無料

そり滑りや雪合戦、雪だるまつくり等の雪遊びの場所として
牧場の一部を無料開放します。ぜひ、遊びに来てください。
なお、そり等は各自ご持参ください。

お問い合わせ先：郡山石筵ふれあい牧場

☎024-984-1000

また、積雪や天候により、開放しない場合がありますので
事前にお問い合わせください。

郡山市イベントカレンダー
開催日時
1/2 (月)

1/2 (月)

9:00～

行事名

場所

交通アクセス

中央商店街初売り

なかまち夢通り

郡山駅から徒歩約5分

郡山ユラックス熱海

郡山駅JR磐越西線
会津若松行き
磐梯熱海駅下車
徒歩約10分

11:30～

餅つき大会
1/6 (金)

14:00～

1/7 (土)

13:00まで

1/6 (金)

15:00～

1/7 (土)

16:00まで

1/7 (土)

15:00～

花火打ち上げは18:30～
1/13 (金)

17:00～

1/15 (日) 13:30～15:30

1/18 (水) 13:30～15:30

1/22 (日) 7:00～10:00

1/22 (日) 9:00～11:00
受付は8：45～
1/29 (日) 13:30～15:30

1/8、22
第2・4日曜日 6:00～7:30

1/21、22、28、29
10:00～15:00

2017年1月

七日堂まいり

如宝寺

郡山駅から徒歩約15分

七日堂市

如宝寺境内、
門前通り

郡山駅から徒歩約15分

うねめの里冬花火

片平ふれあいセンター
前広場

郡山駅から車で約30分

えきなかミュージック
コンサート

エスパル郡山
１階センターコート

こども映画会
「世界名作アニメ
白雪姫」他 全2本

郡山カルチャーパーク

パブリックシアター
「望郷」

郡山カルチャーパーク

市場の朝市

総合地方卸売市場

冬の野鳥観察

東部森林公園

こども映画会
「NITABOH-仁太坊
津軽三味線始祖外聞-」
他 全2本

郡山カルチャーパーク

おはよう市場

総合体育館
西側駐車場

雪遊び
(牧場内を一部開放)

郡山石筵ふれあい牧場

お問い合わせ
中央商店街振興組合
☎024-922-2838
郡山ユラックス熱海
☎024-984-2800
如宝寺
☎024-922-0607
同実行委員会
☎024-932-2362
同実行委員会
☎024-951-2602
ビッグツリーページェント・フェスタ
inKORIYAMA実行委員会

☎024-921-2610
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・9番線
免許センター行きバス
太田西下車、徒歩約10分

郡山駅から車で約25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
さくら循環虎丸回りバス
総合体育館前下車
JR磐越西線 会津若松行き
磐梯熱海駅下車、
磐梯熱海駅より徒歩約10分

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
東部森林公園
☎024-955-4001
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
郡山市農業振興課
☎024-924-3761
郡山石筵ふれあい牧場
☎024-984-1000

※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）日は各問合せ先へお問合せください。

郡山市のイルミネーション
開催日時
11/20 (日) ～ 1/14 (土)
17:30～23:00

行事名

場所

交通アクセス

冬のニューライトアップ

大町商店街
（大町通り）

郡山駅から徒歩約5分

11/25 (金) ～ 2/14 (火) ビッグツリーページェント・
17:00～23:30
フェスタ IN KORIYAMA

郡山駅西口駅前広場
など

※2017/1/14(土)からは17:30～
※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）日は各問合せ先へお問合せください。

お問い合わせ
大町商店街振興組合
☎024-931-6745
同実行委員会
(郡山商工会議所)

☎024-921-2610

