郡山市観光案内所だより 9月号
♪9月のおすすめイベント♪

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所

◎ 『柳橋歌舞伎定期公演』【柳橋歌舞伎伝承館 (黒石荘)】
9/17（日）15:00～20:00
柳橋歌舞伎：郡山市指定重要無形民俗文化財
歌舞伎衣装17点：郡山市指定重要有形民俗文化財

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

柳橋歌舞伎は、300年前の江戸時代中期に、農民が秋の収穫に感謝す

るため、 地区の菅布禰(すがふね)神社に奉納したのが始まりで、現在演じら
れる題目は13題を数えます。
秋の夜に野舞台で上演される柳橋歌舞伎は郡山の秋の風物詩です。
お問い合わせ先：郡山市文化振興課 ☎024-924-2441

美術館等の企画展のご案内
開催日時
7/8 (土) ～

行事名

9/3

(日) みんなだいすき”ばばばあちゃん”
さとうわきこ絵本原画展

7/22 (土) ～

9/24 (日)

自転車の世紀

場所

交通アクセス

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

郡山市立美術館

お問い合わせ
こおりやま文学の森資料館
☎024-991-7610

郡山駅前5番線東部タウン循環 郡山市立美術館
美術館先回りバス
☎024-956-2200
美術館下車

◎ 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。

お知らせ
♪磐梯熱海アイスアリーナからのお知らせ♪

♪郡山石筵ふれあい牧場からのお知らせ♪
◎ 『緬羊（めんよう）まつり』（郡山石筵ふれあい牧場）

◎ 『スケートリンクオープン』（磐梯熱海アイスアリーナ）
9/1（金）～ 平成30年 5/31（木）

9/10（日） 9:30～16:00
羊の毛刈り体験（小学生以下対象）及び実演、羊たちによる緬羊
レースや緬羊○×クイズなど、羊にちなんだ催しが盛りだくさんです。

アイススケートリンクとして、9/1(金)9:00からオープンします。
また、9/2（土）は滑走料が無料になります。※貸靴代(300円)は有料

また、新しく牧場の仲間になったアルパカ2頭のお披露目式も行います。

なお、一般開放時間は大会や貸切等により、変更になる場合があります
ので、詳しくは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：磐梯熱海アイスアリーナ

☎024-984-1000

☎024-984-5377

キャンペーンのお知らせ
開催期間
3/24 (金) ～
3/4 (土) ～
6/24 (土) ～

9/24 (日)
9/24 (日)
11/5 (日)

7/1 (土) ～ 10/31 (火)

キャンペーン名
リアル宝探しイベントin福島
コードＦ-７ ～天恵へ導く、十八の欠片～
花の王国ふくしま
キビタンフラワースタンプラリー2017
ふくしま酒蔵めぐりスタンプラリー2017
2017郡山クリームボックススタンプラリー

※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
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）
同スタンプラリー運営事務局

☎024-563-6902

受付時間/9:00～17:00 （土・日・祝日を除く）
同スタンプラリー運営事務局

☎024-521-2550

受付時間/9:00～17:00 （土・日・祝日を除く）

郡山クリームボックス楽団

☎024-905-0104

受付時間/10:00～14:00 （土・日・祝日を除く）

郡山市イベントカレンダー
開催日時
9/1 (金) 9:00～18:45

9/2 (土) 11:00～17:00

9/3 (日) 10:00～15:00

9/3 (日) 13:30～15:30

行事名

場所

交通アクセス

スケートリンク オープン

磐梯熱海アイスアリーナ

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

ふくしま逢瀬ワイナリー
マルシェ

ふくしま逢瀬ワイナリー

郡山駅前11番線
麓山経由山田原行きバス
山田原下車、徒歩約10分

おおまち笑・Show・商

大町商店街
（大町通り）

郡山駅から徒歩約5分

こども映画会
「ファイナルファンタジー第1巻
風の章・炎の章」他 全2本

9/7 (木)

18:30～

9/30 (土) 18:00～19:00

9/10 (日) 9:30～16:00

9/10 (日)

9/16 (土) ～

14:00～

9/17 (日)

18:00～21:00
9/17 (日) 6:30～10:00

9/17 (日) ～

9/18 (月)

10:00～
9/17 (日)

郡山
カルチャーパーク

郡山市公会堂

駅前観望会

郡山駅西口
歩行者連絡橋

めんよう

郡山石筵ふれあい牧場

パブリックシアター
「巴里のアメリカ人」

郡山
カルチャーパーク

麓山の杜
ホールコンサート

21世紀記念公園

海老根長月宵あかり
～秋蛍～

海老根手漉和紙
工房周辺

9/24 (日) 10:00～15:00

9/24 (日) 13:30～15:30

9/29 (金)

9/28 19:00～山車まつり
9/29 19:00～神輿還御

9/3、10、17、24
毎週日曜日、5:00～7:00

9/9、10、18、23、24

郡山駅から車で約20分

うつくしまYOSAKOIまつり

磐梯熱海駅前、
郡山ユラックス熱海駐車場

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）

柳橋歌舞伎
定期公演
麓山の杜 月釜
（お抹茶 1杯300円）

柳橋歌舞伎伝承館
(黒石荘)

あさか くに つこ

安積国造神社
秋季例大祭

21世紀記念公園

郡山カルチャーパーク

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
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）

郡山駅から徒歩約10分

総合体育館
西側駐車場

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

郡山カルチャーパーク

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）日は各問合せ先へお問合せください。

郡山市園芸畜産振興課
☎024-924-3761
大町商店街振興組合
☎024-931-6745
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600

郡山石筵ふれあい牧場
☎024-984-1000
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
21世紀記念公園 麓山の杜
☎024-924-2194
同実行委員会
☎024-943-4222
総合地方卸売市場
☎024-962-9976
同実行委員会
☎090-3365-5819
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
郡山市文化振興課
☎024-924-2661
21世紀記念公園 麓山の杜
☎024-924-2194
郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600
あさかくにつこ

安積国造神社、
郡山駅前大通り、他

おはよう市場

ドリームランド
フリーパス発行日

郡山駅から車で約35分

中田町柳橋町向51

こども映画会
「ファイナルファンタジー第2巻
竜の章・星の章」他 全2本

9/27 (水) ～

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11番線
麓山経由バス
麓山1丁目下車

総合地方卸売市場

郡山カルチャーパーク

☎024-984-5377

☎024-936-0201

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

がくとくんと写真撮影会

磐梯熱海アイスアリーナ

郡山市ふれあい科学館スペースパーク

開場15周年記念
市場まつり

14:00～

お問い合わせ

郡山駅前11番線
郡山市中央公民館
コスモス循環池の台回りバス
郡山図書館下車、徒歩すぐ ☎024-934-1212

中田町海老根北向38

11:00～

9/17 (日) 15:00～20:00

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）

四季の風コンサート

緬羊まつり
9/13 (水) 13:30～15:30

2017年9月

安積国造神社
☎024-932-1145
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

