
⾏行行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ

4/5 (⽊木) 〜～ 4/22 (⽇日) 開成⼭山⼤大神宮

☎024-‐‑‒932-‐‑‒1521

4/8 (⽇日) 同事務局

☎024-‐‑‒921-‐‑‒2621

4/14 (⼟土) 喜久⽥田公⺠民館
☎024-‐‑‒959-‐‑‒2205

4/21 (⼟土) 同実⾏行行委員会

☎024-‐‑‒954-‐‑‒2154
※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

※桜の開花時期により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。

こおりやま⽂文学の森資料料館

☎024-‐‑‒991-‐‑‒7610

⼤大安場史跡公園管理理センター

☎024-‐‑‒965-‐‑‒1088
4/7 (⼟土)
4/14 (⼟土)
4/28 (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。

⾹香久池公園
ライトアップ ⾹香久池公園

郡⼭山駅前1番線
安積団地⾏行行きバス、
⾹香久池1丁⽬目下⾞車車17:00〜～常夜点灯

4/14 (⼟土) 〜～ 5/27 (⽇日) ⻄西⽥田町の歴史展 ⼤大安場古墳史跡公園
郡⼭山駅前2番線

東⼭山霊園、蓬⽥田、⾺馬場⾏行行き
⾦金金屋下⾞車車、徒歩20分

3/10 (⼟土) 〜～ 4/15 (⽇日) ⽂文芸愛好会
合同作品展(詩)

開成⼭山公園・開成⼭山⼤大神宮
ライトアップ

4⽉月中旬~∼下旬
18︓：30〜～22︓：30

4⽉月中旬

18:00〜～22:00
4⽉月中旬

三穂⽥田町下守屋 郡⼭山駅から⾞車車で約35分

開催⽇日時

開成⼭山の桜まつり 開成⼭山⼤大神宮境内
郡⼭山駅前9番線
市役所経由バス
郡⼭山⼥女女⼦子⼤大学下⾞車車

こおりやま
⽂文学の森資料料館

喜久⽥田桜まつり 喜久⽥田ふれあいセンター

郡⼭山市⽴立立美術館
☎024-‐‑‒956-‐‑‒2200

開成⼭山桜まつり
(郡⼭山商⼯工会議所⻘青年年部) 開成⼭山公園⾃自由広場

郡⼭山駅前9番線
市役所経由バス
市役所下⾞車車

JR舞⽊木駅

笹原川千本桜
ライトアップ

開成⼭山公園
開成⼭山⼤大神宮

郡⼭山駅前9番線
市役所経由バス
市役所下⾞車車

4⽉月上旬〜～下旬 五百淵公園
ライトアップ 五百淵公園

郡⼭山駅前11番線
池の台経由鎗ヶ池団地バス

⼭山崎下⾞車車⽇日没〜～常夜点灯

笹原川千本桜まつり

開催⽇日時

舞⽊木駅の桜

19:00〜～22:00

JR喜久⽥田駅より
徒歩約5分

郡⼭山市観光課
☎024-‐‑‒924-‐‑‒2621

4⽉月上旬〜～下旬

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

11:00〜～12:00 アート・カフェ
〜～学芸員とっておきの話〜～

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

親⽔水公園前
（三穂⽥田町下守屋）

郡⼭山駅前2番線
下守屋⾏行行き、または⻑⾧長沼⾏行行き

バス、下守屋下⾞車車

「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

♪4⽉月のおすすめイベント♪

◎ 郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場 再オープン記念念イベント
4/8（⽇日） 9:30〜～16:30

当⽇日は、⼊入場無料料!!⽜牛の乳しぼり体験やブラッシング体験、磐梯熱海開湯太
⿎鼓の演奏などのイベントが開催されます。ぜひ、お出かけください。
※ふれあい牧場は4/1(⽇日)に再オープンいたします。

美術館等の企画展のご案内

郡⼭山市観光案内所だより 4⽉月号

郡⼭山市の桜まつり

郡⼭山市の夜桜

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


⾏行行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ

3/24 (⼟土) 〜～ 4/5 (⽊木) 郡⼭山ユラックス熱海

☎024-‐‑‒984-‐‑‒2800

3/24 (⼟土) 〜～ 4/5 (⽊木) 磐梯熱海アイスアリーナ

☎024-‐‑‒984-‐‑‒5377

3/30 (⾦金金) 〜～ 4/1 (⽇日) 磐梯熱海スポーツパーク

☎024-‐‑‒984-‐‑‒1781

4/8 (⽇日) 郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場

☎024-‐‑‒984-‐‑‒1000

4/8 (⽇日) JA福島さくら⻄西⽥田総合⽀支店
☎024-‐‑‒972-‐‑‒2311

4/8 (⽇日) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

4/15 (⽇日) 21世紀記念念公園　麓⼭山の杜

☎024-‐‑‒924-‐‑‒2194

4/18 (⽔水) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

4/21 (⼟土) 郡⼭山市ふれあい科学館
スペースパーク
☎024-‐‑‒936-‐‑‒0201

4/21 (⼟土) ⾼高篠⼭山森林林公園
☎024-‐‑‒957-‐‑‒3748

4/22 (⽇日) 総合地⽅方卸売市場

☎024-‐‑‒962-‐‑‒9976

4/22 (⽇日) 郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

郡⼭山市観光課
☎024-‐‑‒924-‐‑‒2621
郡⼭山市園芸畜産振興課

☎024-‐‑‒924-‐‑‒3761

郡⼭山カルチャーパーク

☎024-‐‑‒947-‐‑‒1600

※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。

3/17 (⼟土) 〜～ 10/28 (⽇日) 福島県観光交流流課 ☎024-‐‑‒521-‐‑‒7398

3/3 (⼟土) 〜～ 9/23 (⽇日) 同スタンプラリー運営事務局 ☎024-‐‑‒563-‐‑‒6902花の王国ふくしま
キビタンフラワースタンプラリー2018 受付時間/9:00〜～17:00　（⼟土・⽇日・祝⽇日を除く）

開催期間 キャンペーン名 お問い合わせ

リアル宝探しイベントin福島
　コードＦ-8　～紡がれた意志と、三十三の宝～ 受付時間/8:30〜～17:15　（⼟土・⽇日・祝⽇日を除く）

郡⼭山駅前7番線
ドリームランド⾏行行きバス
ドリームランド下⾞車車

（⼟土・⽇日・祝⽇日のみ）

13:30〜～15:30 パブリックシアター
「サクラサク」

郡⼭山カルチャーパーク

10:00〜～15:00

※⼀一部エリアは4⽉月27⽇日(⾦金金)から開始

※4/1(⽇日)より再オープン

郡⼭山駅より⾞車車で約60分

ドリームランド
フリーパス発⾏行行⽇日 郡⼭山  カルチャーパーク

郡⼭山駅前7番線
ドリームランド⾏行行きバス
ドリームランド下⾞車車

（⼟土・⽇日・祝⽇日のみ）

4/14(⼟土)、15(⽇日)、
28(⼟土)、29(⽇日)

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
市場の朝市 総合地⽅方卸売市場

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毎週⽇日曜⽇日　5:00〜～7:00

6:30〜～9:00

4/1、8、15、22、29
おはよう市場

JR磐梯熱海駅から
徒歩約10分

開催⽇日時

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

布引郡⼭山⾵風の⾼高原布引⾵風の⾼高原再オープン

JR郡⼭山駅より⾞車車で約30分

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

JR郡⼭山駅より⾞車車で約30分

8:30〜～11:00
野⿃鳥と⼭山野草の観察会 ⾼高篠⼭山森林林公園

受付　8:15

21世紀記念念公園

梅の⾥里里
（⻄西⽥田町三町⽬目地内）梅の⾥里里まつり

10:00〜～

19:00〜～20:00
天体観望会 郡⼭山駅

⻄西⼝口駅前広場

郡⼭山カルチャーパーク

JR磐越⻄西線　会津若若松⾏行行き
磐梯熱海駅下⾞車車、

磐梯熱海駅より⾞車車で20分

13:30〜～15:30 こども映画会
「ガリバー旅⾏行行記」

他  全2本

開通  11:00〜～(⾦金金)4/27

13:30〜～15:30 こども映画会
「ディズニーキャラクターズ
グーフィー」他  全2本

郡⼭山カルチャーパーク

郡⼭山駅前7番線
ドリームランド⾏行行きバス
ドリームランド下⾞車車

（⼟土・⽇日・祝⽇日のみ）

      温泉  9:00〜～21:00、
プール  9:30〜～20:30

春休みの施設無料料開放
※⼩小学⽣生以下が対象、

貸靴代別途
磐梯熱海アイスアリーナ JR磐梯熱海駅から

徒歩約10分9:00〜～17:00

春休みの施設無料料開放
※⼩小学⽣生以下が対象
⽤用具使⽤用料料別途

磐梯熱海スポーツパーク
体育館

JR磐梯熱海駅から
徒歩約15分9:00〜～17:00

健康温泉・温⽔水プール
無料料開放

※⼩小学⽣生以下が対象
郡⼭山ユラックス熱海

9:30〜～16:30
郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場郡⼭山⽯石筵ふれあい牧場

再オープン記念念イベント

麓⼭山の杜　⽉月釜
（お抹茶茶　1杯300円）

郡⼭山市イベントカレンダー 2018年年４⽉月

キャンペーンのお知らせ

http://www.koriyamaculturepark.com/
http://www.hayamanomori.com/
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/246000/nogyo/ichibanoasaichi.html
http://www.koriyamaculturepark.com/
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/242000/shop/ohayou.html
http://www.koriyamaculturepark.com/
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/
http://hana-fukushima.jp/
http://hana-fukushima.jp/
http://hana-fukushima.jp/
http://hana-fukushima.jp/
http://hana-fukushima.jp/
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/
http://www.takarush.jp/promo/fukushima8/
https://www.city.koriyama.fukushima.jp/246000/nogyo/ichibanoasaichi.html
http://www.city.koriyama.fukushima.jp/242000/shop/ohayou.html

