
お問い合わせ

※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。

交通アクセス お問い合わせ

5/3(木)～5/6(日)

・ジャンボダーツ　10:00～16:00(1回100円※3投)

・ジャンボ輪投げ　10:00～16:00(1回100円※3投)

・ビンゴゲーム大会　13:30～

※カード販売は13:00～、1枚200円※500枚限定

・がくとくん、おんぷちゃんと遊ぼう　　①10:30～　　②14:00～

5/4(金) ・木工教室　13:00～15:00　(参加費:無料、先着20名)

・体験教室(こいのぼりつくり)　10:00～15:00

　(参加費:無料、先着200名)
※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。

こおりやま文学の森資料館

☎024-991-7610

大安場史跡公園管理センター

☎024-965-1088

◎ 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。

3/17 (土) ～ 10/28 (日) 福島県観光交流課 ☎024-521-7398

3/3 (土) ～ 9/23 (日) 同スタンプラリー運営事務局 ☎024-563-6902

5/3(木)

5/5(土)

郡山市こども未来課

☎024-924-3801開成山野外音楽堂
五十鈴湖周辺
ニコニコこども館
ヨーク開成山スタジアム
郡山ヒロセ開成山陸上競技場(場内)

食べ物コーナー、うねめ太鼓　他

イベント内容

・カルチャーパーク探検隊　10:00～12:00　(参加費:無料、先着300

名、引き換えは14:00までとなりますのでご了承願います。)

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)

郡山ヒロセ開成山陸上競技場(入口前広場)

開成館・文学の森資料館
スタンプラリー
ミューカルがくと館
郡山しんきん開成山プール・サブトラック

郡山カルチャーパーク

☎024-947-1600

内容

無料開放
4つのチェックポイントでクイズに答えてスタンプを集めよう
吹奏楽コンサート、ゲーム体験、ハーブフラワー　他
昔あそび、木工、スナックゴルフ、わくわく3B体験　他
せせらぎ小町のコンサート、
将棋、冒険、金魚すくい、ユニバーサルデザインキッズ　他
がくとくんのふわふわ、おもちゃの病院　他
ストラックアウト、縁日コーナー　他
城彰二さんのサッカー教室、チアダンス　他

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・日・祝日を除く）

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～※一部エリアは4月27日(金)から開始 受付時間/8:30～17:15　（土・日・祝日を除く）

大安場古墳史跡公園

郡山駅前2番線

東山霊園、蓬田、馬場行き

金屋下車、徒歩20分

4/28 (土) ～ 5/20 (日) 久米正雄と夏目漱石

開催場所

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

4/14 (土) ～ 5/27 (日) 西田町の歴史展

「Ｖ（ビジット・ジャパン）」案内所

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

anai@kanko-koriyama.gr.jp

♪5月のおすすめイベント♪

◎ 第53回郡山市こどもまつり

5月5日(金) 10:00～15:00 ※9:30～開会式

(開成山公園、ニコニコこども館、開成館、文学の森資料館 などで開催)

こどもたちが元気に遊べる「こどもまつり」では、各種体験コーナーやスポーツイベントな

ど、1日中楽しめる催しが盛りだくさんです。ぜひ、お出かけください。

お問い合わせ先：郡山市こども未来課 ☎024-924-3801

企画展のご案内

郡山市観光案内所だより 5月号

キャンペーンのお知らせ

郡山カルチャーパーク ゴールデンウィークのイベント

第53回郡山市こどもまつり

http://www.bunka-manabi.or.jp/bungakunomori/
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/


行事名 場所 交通アクセス お問い合わせ

4/29 (日) ～ 5/6 (日) 福島中央テレビ事業促進部

☎024-924-1100

4/28 (土) ～ 5/6 (日) 郡山ユラックス熱海

☎024-984-2800

5/3 (木) ～ 5/5 (土) 大安場史跡公園管理センター

☎024-965-1088

5/6 (日) 大町商店街振興組合

☎024-931-6745

5/13 (日) 磐梯熱海温泉観光協会

☎024-984-2625

5/13 (日) 郡山カルチャーパーク

☎024-947-1600

5/15 (火) 文化振興課

☎024-924-2661

5/12 (土) 高篠山森林公園

☎024-957-3748

5/16 (水) ～ 5/17 (木) 「花かつみ」の里づくり協議会

☎024-958-2111

5/16 (水) 郡山カルチャーパーク

☎024-947-1600

5/19 (土)
郡山市ふれあい科学館

スペースパーク

☎024-936-0201

5/27 (日) 総合地方卸売市場

☎024-962-9976

高柴デコ屋敷観光協会

☎080-2817-1505

5/27 (日) 郡山カルチャーパーク

☎024-947-1600

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

※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。

施設名 住所 交通アクセス お問い合わせ

5/1 (火) 熱海フットボールセンター

☎024-954-9670

5/14 (月) 熱海行政センター

☎024-984-3101

日時

5/12(土)、13(日)　、

26(土)、27日(日)

ドリームランド

フリーパス発行日
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）

5/7、14、21、28
おはよう市場

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

総合体育館前下車毎週日曜日　5:00～7:00

10:00～14:30

13:30～15:30
パブリックシアター

「ローマの休日」
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

19:00～20:00

13:30～15:30 こども映画会

「ディズニーキャラクターズ

チップとデール」他 全2本

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）

5/27 (日) 12:00～ 高柴デコまつり 高柴デコ屋敷

6:30～9:00
市場の朝市 総合地方卸売市場

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

天体観望会
郡山駅

歩行者連絡橋

13:30～15:30 こども映画会

「世界名作アニメ

不思議の国のアリス」他 全2本

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）

磐梯熱海温泉ケヤキ祭り

磐梯熱海温泉街蓬山遊

歩道など　※郡山ユラック

ス熱海第2駐車場集合

JR磐梯熱海駅から

徒歩約10分※受付10:00～

12:15～
ホールコンサート

郡山市役所本庁舎

玄関ホール

郡山駅前8・9番線

市役所経由バス

郡山市役所下車

8:30～11:00
野鳥と山野草の観察会 高篠山森林公園 JR郡山駅より車で約30分

受付　8:15~

「花かつみ」盆栽展
郡山市役所本庁舎

玄関ロビー

郡山駅前8・9番線

市役所経由バス

郡山市役所下車

こどもオリンピック 大安場史跡公園

郡山駅前2番線

東山霊園、蓬田、馬場行き

金屋下車、徒歩20分9:00～17:00

開催日時

10:00～15:00
おおまち笑・show・商 大町商店街(大町通り) 郡山駅より徒歩約5分

ふくしまラーメンショー2018

※要チケット
開成山公園自由広場

郡山駅前8・9番線

市役所経由バス

郡山市役所下車
   10:00~20:00

※5/6は17:00まで

ほっとあたみ
郡山市熱海町

熱海二丁目15-1

JR磐梯熱海駅下車

徒歩１分9:00～21:00

10:20～14:00

ゴールデンウイーク多目的ホー

ル無料開放
郡山ユラックス熱海

JR磐梯熱海駅から

徒歩約10分9:00～17:00

熱海フットボールセンター
郡山市熱海町

熱海二丁目15-3

JR磐梯熱海駅下車

徒歩１分9:00～21:00

郡山市イベントカレンダー 2018年5月

NEWオープン

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

