
⾏行行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ
郡⼭山市歴史資料料館

☎024-‐‑‒932-‐‑‒5306

⼤大安場史跡公園

☎024-‐‑‒965-‐‑‒1088

こおりやま⽂文学の森資料料館

☎024-‐‑‒991-‐‑‒7610

郡⼭山市広報広聴課

☎024-‐‑‒924-‐‑‒2061

2/3 (⼟土)
2/10 (⼟土)
2/17 (⼟土)
2/24 (⼟土)

◎  ⾝身障者・⾼高齢者等の⼊入場無料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。
※イベントの⽇日程等は変更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）⽇日は各お問合せ先へお問合せください。

10/1 (⽇日) 〜～ 3/31 (⼟土) 同スタンプラリー運営事務局 ☎024-‐‑‒935-‐‑‒6140  
受付時間/9:30〜～17:00　（⼟土・⽇日・祝⽇日を除く）

1/20 (⼟土) 〜～ 2/28 (⽔水)

2/1 (⽊木) 〜～ 2/28 (⽔水)

※イベントの⽇日程等は変更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。

⾏行行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ
11/17 (⾦金金) 〜～ 2/14 (⽔水) ⼤大町商店街振興組合

☎024-‐‑‒931-‐‑‒6745
11/17 (⾦金金) 〜～ 2/14 (⽔水) 同実⾏行行委員会(郡⼭山商⼯工会議所)

☎024-‐‑‒921-‐‑‒2610
※イベントの⽇日程等は変更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。

冬のニューライトアップ 郡⼭山駅から徒歩約5分
17:30〜～23:30

⼤大町商店街
（⼤大町通り）

ビッグツリーページェント・
フェスタ  IN  KORIYAMA17:30〜～23:30

郡⼭山駅⻄西⼝口
駅前広場など

ハンガリーフェア
※郡⼭山市内12店舗でハンガリー⾷食材を使⽤用した

料料理理の提供や特産品の物産展など

☎024-‐‑‒924-‐‑‒3761郡⼭山市園芸畜産振興課

開催⽇日時

お問い合わせキャンペーン名

鯉⾷食キャンペーン”旬”
※郡⼭山市内46店舗で鯉料料理理が楽しめます。

ふくしま温泉・グルメスタンプラリー2017
  秋・冬特別版

開催期間

アート・カフェ
〜～私のおすすめ︕！
とっておきの話〜～

郡⼭山市⽴立立美術館内
juju130CAFE

郡⼭山駅前5番線
東部タウン循環
美術館先回りバス
美術館下⾞車車

郡⼭山市⽴立立美術館
☎024-‐‑‒956-‐‑‒220011:00〜～12:00

郡⼭山駅前2番線
東⼭山霊園、蓬⽥田、⾺馬場⾏行行きバス
  ⾦金金屋下⾞車車、徒歩約20分

⼤大安場史跡公園

郡⼭山市歴史資料料館
郡⼭山駅前11番線

コスモス循環池の台回りバス
郡⼭山図書館下⾞車車、徒歩すぐ

〜～ 2/26 (⽉月)
広報こおりやま企画展
「Smile  Photo
Collection」

⽇日和⽥田ショッピングモール
フェスタ  2階  中通り通路路

郡⼭山駅前6番線
南東北北病院経由
⽇日和⽥田・フェスタ⾏行行き

フェスタ下⾞車車

こおりやま
⽂文学の森資料料館

郡⼭山駅前7番線
さくら循環⻁虎丸回りバス

総合体育館前下⾞車車、徒歩1分

2/17 (⼟土)

開催⽇日時

2/4 (⽇日) 〜～ 2/25 (⽇日) 三汀賞俳句句⼊入選作品展⽰示

10/6 (⾦金金) 〜～ 3/31 (⼟土)
地⽅方⽂文書から⾒見見る
公助･互助･⾃自助

江⼾戸時代の危機管理理

1/5 (⾦金金) 〜～ 2/4 (⽇日) ⼗十⼆二⽀支の考古学展
-‐‑‒戌-‐‑‒

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所
郡⼭山市観光案内所
◇営業時間 9:00〜～17:30
◇休館⽇日 年年中無休
◇住所 郡⼭山市字燧⽥田195
◇ＴＥＬ＆ＦＡＸ 024-924-0012
◇E-Mail

k-kankouannaijo@coffee.ocn.ne.jp

♪2⽉月のおすすめイベント♪
◎ 2/7（⽔水） 18:30〜～20:00
『ウィンターフェスタ IN KORIYAMA 2018 
第22回 新酒まつり』（郡⼭山ビューホテルアネックス）

郡⼭山の6つの蔵元のしぼりたて新酒と、郡⼭山オリジナル⽇日本酒カクテル「雪の舞」、
地元の新鮮な特産品を使⽤用した創作料料理理などを楽しむことができます。
チケット（前売券︓：4,000円、当⽇日券︓：4,500円）は郡⼭山商⼯工会議所で
販売しております。

お問い合わせ先︓： 同実⾏行行委員会（郡⼭山商⼯工会議所内）
☎024-921-2610 

美術館等の企画展のご案内

郡⼭山市観光案内所だより 2⽉月号

キャンペーンのお知らせ

郡⼭山市のイルミネーション

http://www.bunka-manabi.or.jp/bungakunomori/
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/index.html
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/index.html
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/index.html
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/index.html
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/index.html


⾏行行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ

2/4 (⽇日) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

2/7 (⽔水) 同実⾏行行委員会(郡⼭山商⼯工会議所)

☎024-‐‑‒921-‐‑‒2610

2/14 (⽔水) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

2/14 (⽔水) 同実⾏行行委員会(郡⼭山商⼯工会議所)

☎024-‐‑‒921-‐‑‒2610

2/18 (⽇日) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

2/22 (⽊木) 郡⼭山市保健所  総務課

☎024-‐‑‒924-‐‑‒2120

2/22 (⽊木) 郡⼭山市⽂文化振興課

☎024-‐‑‒924-‐‑‒2661

2/24 (⼟土) さんかくプラザ

2/25 (⽇日) ☎024-‐‑‒924-‐‑‒0900

2/24 (⼟土) 郡⼭山市⽴立立美術館

2/25 (⽇日) ☎024-‐‑‒956-‐‑‒2200

2/25 (⽇日) 総合地⽅方卸売市場

☎024-‐‑‒962-‐‑‒9976

2/25 (⽇日) 21世紀記念念公園

☎024-‐‑‒924-‐‑‒2194

郡⼭山市園芸畜産振興課

☎024-‐‑‒924-‐‑‒3761
※イベントの⽇日程等は変更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）⽇日は各お問合せ先へお問合せください。

市⺠民⽂文化センター
中ホール、会議室など

13:30〜～15:30 こども映画会
「アテルイ」
他  全2本

郡⼭山駅⻄西⼝口
駅前広場

総合地⽅方卸売市場
郡⼭山駅前7・9番線
免許センター⾏行行きバス

太⽥田⻄西下⾞車車、徒歩約10分

麓⼭山の杜　⽉月釜
（お抹茶茶　1杯300円） 21世紀記念念公園

郡⼭山駅前11番線
麓⼭山経由バス
麓⼭山1丁⽬目下⾞車車

ハートフル
冬季献⾎血イベント ビッグパレットふくしま

郡⼭山駅前1番線
(栄町)柴宮団地⾏行行き以外のバス

ビッグパレット下⾞車車

ホールコンサート 郡⼭山市役所
本庁舎⽞玄関ロビー

郡⼭山駅前9番線
市役所経由バス
市役所下⾞車車

出張ワークショップin
男⼥女女共同参画フェスティバル

市⺠民⽂文化センター
展⽰示室

郡⼭山駅前11番線
コスモス循環池の台先回りバス、

池の台経由バス
市⺠民⽂文化センター下⾞車車

6:30〜～9:00

10:00〜～15:00

9:30〜～16:00

12:15〜～

10:00〜～17:00

10:00〜～16:00

10:00〜～17:00
男⼥女女共同参画フェスティバル

10:00〜～16:00

市場の朝市

2/11、25
おはよう市場 総合体育館

⻄西側駐⾞車車場

郡⼭山駅前7番線
さくら循環⻁虎丸回りバス
総合体育館前下⾞車車6:00〜～7:30

開催⽇日時

18:30〜～20:00 ウィンターフェスタ
in KORIYAMA 2018
第22回新酒まつり

郡⼭山ビューホテル
アネックス

郡⼭山駅より徒歩5分
前売り券4,000円、当⽇日券4,500円

13:30〜～15:30 こども映画会
「NITABOH  仁太坊

~∼津軽三味線始祖外聞~∼」
他　全2本

郡⼭山カルチャーパーク

郡⼭山駅前2番線
  ⻑⾧長沼･下守屋⾏行行きバス
  ドリームランド南⼝口下⾞車車、

徒歩約10分

13:30〜～15:30 パブリックシアター
「⽗父と暮らせば」 郡⼭山カルチャーパーク

郡⼭山駅前2番線
  ⻑⾧長沼･下守屋⾏行行きバス
  ドリームランド南⼝口下⾞車車、

徒歩約10分

郡⼭山駅前2番線
  ⻑⾧長沼･下守屋⾏行行きバス
  ドリームランド南⼝口下⾞車車、

徒歩約10分

郡⼭山カルチャーパーク

17:00〜～ ビッグツリーページェント・
フェスタ  IN  KORIYAMA
エンディングイベント

郡⼭山市イベントカレンダー 2018年年2⽉月

♪郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場からのお知らせ♪

そり滑滑りや雪合戦、雪だるまつくり等の雪遊びの場所として、牧場
の草地の⼀一部を特別に開放します。ぜひ、遊びに来てください。
なお、そり等は各⾃自ご持参ください。
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。

雪遊び in 郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場
期間 1⽉月20⽇日（⼟土）〜～2⽉月25⽇日（⽇日）の⼟土・⽇日曜、祝⽇日
時間 10:00〜～15:00
料料⾦金金 無料料
お問い合わせ先︓：郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場

☎024-984-1000

お知らせ

http://www.koriyamaculturepark.com/
http://www.koriyamaculturepark.com/
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/246000/nogyo/ichibanoasaichi.html
http://www.hayamanomori.com/
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/242000/shop/ohayou.html
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/246000/nogyo/ichibanoasaichi.html
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/242000/shop/ohayou.html

