郡山市観光案内所だより 12月号
♪12月のおすすめイベント♪

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所

◎ 12/3（日）10:20～16:00

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

『磐梯熱海温泉 第21回つるりんこ祭』
【磐梯熱海スポーツパーク 郡山スケート場】
磐梯熱海温泉の冬の風物詩です。 賞金10万円(大人の部)の氷上綱引き大
会(事前申込が必要)や、スケート体験教室、郡山スピードスケートクラブの模範滑

走、つるりんこ鍋の配布などのイベントが催されます。
また、当日は滑走料が無料です。貸靴は1足300円です。
※詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先：同実行委員会（磐梯熱海観光協会）
☎024-984-2625

美術館等の企画展のご案内
開催日時

行事名

10/6 (金) ～ 3/31 (土)

地方文書から見る
公助･互助･自助

場所
郡山市歴史資料館

江戸時代の危機管理
10/28 (土) ～ 12/10 (日)
遺跡と災害

12/2 (土) 15:30～17:00

大安場史跡公園

アートカフェ～Deepな作品鑑賞会～

12/9 (土) 15:30～17:00

①版画徧
②挿絵本徧

郡山市立美術館内
juju130CAFE

交通アクセス
郡山駅前11番線
コスモス循環池の台回りバス
郡山図書館下車、徒歩すぐ
郡山駅前2番線
東山霊園、蓬田、
馬場行きバス 金屋下車、
徒歩約20分
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

◎ 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
♪郡山カルチャーパークからのお知らせ♪
◎ 12/23(土)～24(日)
ドリームランドクリスマス特別営業！!
ドリームランドは12月から冬期休園しておりますが、クリスマスは、
特別に営業いたします。クリスマスコンサートやお楽しみ抽選会、
郡山石筵ふれあい牧場のヒツジがサンタの仮装をしたり、イベント
盛りだくさんです。

ぜひ、カルチャーパークでクリスマスを楽しんで下さい。
※イベントによって料金がかかるものや定員があります。
また、遊具は有料です。詳しくは施設にお問い合わせください。
なお、ドリームランドは12/1～3/中旬まで冬期休園となります。
お問い合わせ先：郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600

お問い合わせ
郡山市歴史資料館
☎024-932-5306
大安場史跡公園
☎024-965-1088
郡山市立美術館
☎024-956-2197

郡山市イベントカレンダー
開催日時
11/17 (金) ～ 2/14

(水)

17:30～23:30
11/17 (金) ～ 2/14

(水)

17:00～23:30
※2018/1/13(土)からは17:30～

12/3 (日) 10:20～16:00

12/3 (日) 13:30～15:30

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

ビッグツリーページェント・
フェスタ IN KORIYAMA

郡山駅西口駅前広場
など

磐梯熱海温泉
第21回つるりんこ祭

磐梯熱海スポーツパーク
郡山スケート場

磐越西線 会津若松行き
磐梯熱海駅下車、
徒歩約15分

郡山カルチャーパーク

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

こども映画会
「トムとジェリー9」
他 全3本

12/10 (日) 13:30～15:30

12/13 (水) 13:30～15:30

17:00～

12/15 (金)

12/17 (日)

6:30～9:00

12/17 (日) 10:00～15:00

12/17 (日) 13:30～15:30

12/23 (土)

パブリックシアター
「若草物語」

郡山カルチャーパーク

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

12/3、10、17、24、31
5:30～7:30

☎024-947-1600

郡山カルチャーパーク
☎024-947-1600

郡山駅前7・9番線
総合地方卸売市場
免許センター行きバス
太田西下車、徒歩約10分 ☎024-962-9976
郡山駅前11番線
麓山経由バス
麓山1丁目下車

郡山カルチャーパーク

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

21世紀記念公園 麓山の杜
☎024-924-2194

郡山カルチャーパーク

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

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

風船で雪だるまつくり

郡山カルチャーパーク

☎024-921-2610

21世紀記念公園

アリーナ無料開放

☎024-984-2625

同実行委員会

麓山の杜 月釜
（お抹茶 1杯300円）

9:00～16:00

(磐梯熱海温泉観光協会)

☎024-924-2194

総合地方卸売市場

クリスマスコンサート

同実行委員会

21世紀記念公園 麓山の杜

市場の朝市

15:00～16:00

☎024-931-6745

☎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

こども映画会
「サンタクロースになった
少年」」他 全2本

大町商店街振興組合

同実行委員会(郡山商工会議所)

21世紀記念公園

ドリームランドクリスマス特別営業

11:00～15:00

お問い合わせ

郡山駅前11番線
麓山経由バス
麓山1丁目下車

麓山の杜
ホールコンサート

11:00～15:00

12/24 (日) 10:00～12:00

2017年12月

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

ドリームランドクリスマス特別営業

おはよう市場

郡山市園芸畜産振興課
☎024-924-3761

※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。

アイスリンクオープンのお知らせ
冬期営業期間
9/1

(金) ～

5/31 (木)

冬期営業期間中無休

12/1 (金) ～

2/28 (水)

冬期営業期間中無休

施設名

営業時間

磐梯熱海アイスアリーナ(屋内)

9:00～21:00

磐梯熱海スポーツパーク
郡山スケート場(屋外)

9:00～17:00

アクセス

お問い合わせ

JR磐越西線 会津若松行き 磐梯熱海アイスアリーナ
磐梯熱海駅下車、
☎024-984-5377
徒歩約10分
磐越西線 会津若松行き
磐梯熱海駅下車、
徒歩約15分

磐梯熱海スポーツパーク
☎024-984-1781

※貸切等により、利用できない場合がありますので、お出かけの際はご確認ください。
※利用条件、利用料金等は各お問い合わせ先へお問い合わせください。

キャンペーンのお知らせ
開催期間
10/1 (日) ～

3/31 (土)

キャンペーン名
ふくしま温泉・グルメスタンプラリー2017
秋・冬特別版

※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。

お問い合わせ
同スタンプラリー運営事務局 ☎024-935-6140
受付時間/9:30～17:00 （土・日・祝日を除く）

