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Ⅰ基本方針  

2019 年度は、新たな指定期間(2019.4.1～2024.3.31)における 1 年目となることから、こ

れまでに培った実績と経験を生かしながら、今回の指定管理者指定申請書のなかで計画した取り

組みを積極的に推進し、広く地域社会の健全な発展と潤いのあるまちづくりに寄与することを基本

とします。 

なお、各施設の管理運営にあたっては、「施設の効用の最大限の発揮」・「利用者の平等利用

の確保と安全安心で快適な利用環境の提供」・「市民サービスの向上及び効率的で効果的な管

理運営」、さらに郡山石筵ふれあい牧場においては「畜産の振興基地としての機能強化」を加えた

これらの基本方針を基に、郡山市で取り組む、『こおりやま広域連携中枢都市圏(略称：こおりや

ま広域圏)構想』の広域的な考え方や、『セーフコミュニティ』のけがや事故を未然防ぐための予防活

動、『SDGs(持続可能な開発目標)』など、新たな取り組みも郡山市等と連携しながら積極的に

取り入れ、時代のニーズに即した管理運営を行います。 

 

Ⅱ事業計画  

〈公益目的事業〉 

１ 観光の振興に関する事業［公１］ 

県内有数の公共牧場である郡山石筵ふれあい牧場と、県内の観光地及び観光施設の年間

入込客数でも常に上位にランクされる郡山カルチャーパークドリームランドは、いずれも高速道路イ

ンターチェンジ近くに位置し、首都圏や近県からのアクセスに優れていることなどから、これらの施設を

市内における周遊観光の拠点として利活用することにより、一層の交流人口と市民交流の拡大を

推進し、地域活性化と潤いのあるまちづくりに寄与するため、次の事業を実施します。 

 

(１) 観光牧場運営による観光交流の推進 

① 観光牧場の運営 

〈実施場所〉  郡山石筵ふれあい牧場(郡山市熱海町石筵地内) 

〈開場期間〉  2019年4月1日(月)～2019年11月30日(土) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開場 

〈開場時間〉  午前9時30分～午後4時30分 

〈休 場 日〉  毎週火曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) ※夏休み期間を除く 

冬季閉場期間(12月 1日～翌 3月 31日)  

※雪あそび体験及び雪まつり開催日を除く 

〈施設概要〉  ふれあい動物園(アルパカ、馬、ロバ、ポニー、緬羊、山羊、ウサギ等)、 

乗馬施設、いも煮会施設、バーベキュー施設、ターゲットバードゴルフ施設、

自転車施設(おもしろ自転車等)、ふれあい広場、遊歩道、じゃぶじゃぶ川

(水遊び)等 
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② 観光交流推進事業 

ア 観光誘客のためのイベント事業 

(ｱ) 再オープン記念イベント 

【時 期】  2019年4月7日(日) 

【内 容】  入場無料、アイスキャンディーのプレゼント 他 

 

(ｲ) 緬羊まつり  

【時 期】  2019年9月8日(日) 

【内 容】  羊の毛刈り実演、羊の毛刈り体験、緬羊レース、緬羊○×クイズ、緬羊体重

当てクイズ 他 

 

(ｳ) 牧場まつり 

【時 期】  2019年10月13日(日)、14日(月) 

【内 容】  抽選会、ジャンボカボチャ重量当て大会、牛乳早飲み大会、牛の乳搾り体験、

バター作り体験 他 

 

(ｴ) 牧場感謝祭 

【時 期】  2019年11月10日(日) 

【内 容】  入場無料、とん汁無料配布、抽選会、牛の乳搾り体験、バター作り体験 他 

 

(ｵ) 雪まつり 

【時 期】  2020年2月9日(日) 

【内 容】  入場無料、雪像コンテスト、雪中宝さがし 他 

 

(ｶ) ふれあい縁日 

【時 期】  毎月1回[第3日曜日] 

【内 容】  射的、スーパーボールすくい等 

 

イ 地域連携による観光誘客の推進 

(ｱ) 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  2019年4月8日(月)(無料招待券進呈時期) 

  (利用期間 郡山石筵ふれあい牧場の2019年度開場期間) 

【内 容】  入場無料券の進呈 

 

(ｲ) 夏休み特別企画！市内小学生等及び旅館・ホテル宿泊者無料招待 

【時 期】  2019年7月20日(土)～8月31日(土) 

【内 容】  市内の小学校、幼稚園、保育所等の児童及び旅館・ホテル宿泊者へ入場

無料券の進呈 

 

(ｳ) 夏休み特別企画！郡山石筵ふれあい牧場及び郡山ユラックス熱海連携事業 

【時 期】  2019年7月20日(土)～8月31日(土) 

【内 容】  郡山ユラックス熱海を利用した小学生へ入場料2割引券の進呈 

 



- 4 - 

 

(ｴ) 郡山石筵ふれあい牧場及び磐梯熱海温泉旅館協同組合連携事業 

【時 期】  郡山石筵ふれあい牧場の2019年度開場期間   

【内 容】  旅館・ホテル宿泊者へ入場料の割引サービス 

 

(ｵ) 郡山石筵ふれあい牧場及び郡山カルチャーパーク連携事業 

【時 期】  郡山石筵ふれあい牧場の2019年度開場期間   

【内 容】  ドリームランドフリーパス券(リストバンド)を持参した方へ入場料の割引サービス  

 

(ｶ) 郡山石筵ふれあい牧場及び中ノ沢温泉・沼尻温泉連携事業 〈新規〉 

【時 期】  郡山石筵ふれあい牧場の2019年度開場期間   

【内 容】  旅館・ホテル宿泊者へ入場料の割引サービス 

 

(ｷ) 雨の多い時季における特別企画   

【時 期】  6月及び9月の平日   

【内 容】  個人入場者の入場割引(団体割引料金の適用) 

 

(ｸ) 夏休み期間中の開場日・開場時間拡大 〈新規〉 

【時 期】  2019年7月20日(土)～8月25日(日) 

【内 容】  毎週火曜日(定休日)を休まず開場するとともに、涼しい時間にご利用

いただけるよう、開場時間を30分早め、午前9時より開場 

 

(ｹ) ボランティア及びアンバサダーの活用 〈新規〉 

【時 期】  随時 

【内 容】  利用者サービスの向上を図るため、家畜動物に関する解説、説明等を

行うボランティアや、牧場アンバサダーを募集し、活用します。 

 

③ 体験の場の提供 

ア 移動動物園 

郡山市の主催及び共催事業並びに市内の公共的団体等が行う地域活性化に寄与 

する事業等へ無料出前サービスを実施します。 

 

イ 乗馬体験 

【時 期】  随時  

【時 間】  午前10時30分～午前11時45分、午後1時30分～午後2時45分 

【料 金】  大人500円、小学生以下400円 

 

ウ 家畜舎のバックヤード見学   

【時 期】  毎月1回[第2水曜日] 

【内 容】  普段入る事の出来ない家畜舎の中で、家畜の生態などの説明を受けながらの見学  

【料 金】  無料  

【定 員】  20名 
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エ 動物への給餌体験   

【時 期】  随時 

【内 容】  馬・羊等に、にんじんや固形餌を給餌する体験  

【料 金】  １個につき200円 

 

オ 山羊等の散歩体験 

【時 期】  毎月1回[第4日曜日] 

【料 金】  無料  

【定 員】  20名 

 

カ 馬のブラッシング体験 

【時 期】  毎月1回[第2日曜日] 

【料 金】  無料  

【定 員】  50名 

 

キ ウサギ等の小動物とのふれあい体験 

【時 期】  毎月2回[第2・4日曜日] 

【料 金】  無料  

【定 員】  50名 

 

ク 絵付け体験   

【時 期】  随時 

【内 容】  白い陶器製の動物に自由に色付けし、オリジナルの動物を作る体験  

【料 金】  １個につき300円 

 

ケ 夏休みこども体験事業  

【時 期】  2019年7月28日(日) 

【内 容】  羊の毛刈り実演、羊の毛刈り体験、牛の乳搾り体験、バター作り体験 他 

【料 金】  無料(バター作り体験のみ300円) 

 

コ 親子流星観察体験 〈新規〉 

【時 期】  2019年8月24日(土) 

【内 容】  親子で夏の夜空に浮かぶ星を観察体験  

【料 金】  無料 

【定 員】  親子10組 

 

サ 親子水ロケット製作打ち上げ体験 〈新規〉  

【時 期】  2019年10月19日(土) 

【内 容】  親子でペットボトルのロケットを作成し、打ち上げを体験  

【料 金】  無料 

【定 員】  親子10組 
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シ 物作り体験 

【時 期】  2019年11月23日(土) 

【内 容】  親子でのミニクリスマスツリー作り体験 

【料 金】  1組 1,000円 

【定 員】  親子20組 

 

ス 雪あそび体験(冬季閉場期間における草地の特別無料開放) 〈拡充〉 

【時 期】  2019年12月～2020年3月末日の土日祝日で、降雪量の多い時季 

        （12月29日～1月3日を除く） 

【内 容】  ソリ滑り・雪あそび等体験    

 

④ 情報発信 

ア ダイレクトメールによるPR  

郡山石筵ふれあい牧場を活用しながら、一層の観光誘客を図るため、観光関係団体、

小学校、幼稚園等(県外含め)に対して、ダイレクトメールを実施 

 

イ ウェブサイト活用による情報発信 

施設情報・イベント情報の発信、観光客等の立ち寄り休憩所等のPR 

 

ウ SNS活用による情報発信 

(ｱ) 各種SNSの運用(facebook、twitter、Instagram) 

(ｲ) インスタグラムモニターによる情報発信 〈新規〉 

     市内の大学生等を牧場に招待し、乗馬やバター作り等を体験した内容や感想を

SNS(インスタグラム等)で発信していただくことによる施設のPR 

 

エ 広報誌等の活用による情報発信 

(ｱ) 市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 

(ｲ) 公共機関、観光関連団体等が発行する広報誌等へのクーポン券提供による情報発信 

 

オ 営業の強化等による情報発信 〈拡充〉 

(ｱ) 郡山コンベンションビューロー連携による首都圏営業活動等 

(ｲ) 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 

(ｳ) 地元観光協会等が主催するイベント参加による施設 PR 

 

⑤ 利用者アンケートの実施 
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(２) 遊戯施設、プール施設運営による観光交流の推進 

① 遊戯施設運営による観光交流の推進 

ア 郡山カルチャーパーク ドリームランドの運営 

〈実施場所〉  郡山カルチャーパーク ドリームランド(郡山市安積町成田地内) 

〈開園期間〉  2019年 4月 1日(月)～11月 30日(土)及び 

         2020年 3月 20日(金)～3月 31日(火) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開園 
▼ 冬季特別営業 〈新規〉 

2019年 12月 1日(日)～翌 3月 15日(日)の土日祝日 

〈開園時間〉  午前 9時 30分～午後 4時 30分 

▼ 冬季特別営業のみ 午前 11時～午後 3時 

〈休 園 日〉  毎週月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) ※夏休み期間を除く 

年末年始(12月 28日～翌 1月 4日) 

冬季閉園期間(12月 1日～翌 3月 20日) ※土日祝日を除く 

〈施設概要〉  全 12機種(ジェットコースター、観覧車､メリーゴーランド 他) 

 

イ 観光交流推進事業 

(ｱ) 観光誘客のためのイベント事業 

ａ ゴールデンウィークイベント 

【時 期】  2019年4月27日(土)～5月6日(月) 

【内 容】  ビンゴゲーム大会、ジャンボダーツ、SHOWTIME(大道芸人) 他 

【料 金】  無料～200円 

 

ｂ 真夏のドリームランドに雪が降る 〈新規〉 ～30周年記念イベント～ 

【時 期】  2019年8月11日(日) 

【内 容】  暑さが厳しい真夏に降雪マシンで雪を降らせ、清涼感を演出する 

【料 金】  無料 

 

ｃ 夏のイベント 

【時 期】  2019年8月14日(水) 

【内 容】  射的、ストラックアウト、SHOWTIME(ご当地アイドル等) 他 

【料 金】  無料～100円 

 

ｄ 緑化フェア 

【時 期】  2019年10月6日(日) 

【内 容】  花苗プレゼント、SHOWTIME(地元シンガー等) 他 

【料 金】  無料～100円 

 

 



- 8 - 

 

ｅ ドリームランド無料開放(感謝祭)～30周年記念イベント～ 

【時 期】  2019年11月3日(日) 

【内 容】  大型遊具無料開放、ストラックアウト 他 

【料 金】  無料～200円 

 

ｆ 移動動物園  

【時 期】  2019年11月17日(日)、12月22日(日)、2020年3月21日(土) 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場のかわいい動物たちとふれあう 

【料 金】  無料 

 

ｇ 冬のイベント カルチャーパーククリスマス 

【時 期】  2019年12月21日(土)、22日(日) 

【内 容】  クリスマスコンサート、お楽しみ抽選会 他 

【料 金】  無料～1,000円 

 

ｈ ドリームランドオープンイベント 

【時 期】  2020年3月20日(金)～22日(日) 

【内 容】  草花苗プレゼント、お菓子詰め合わせプレゼント(小学生以下)、 

SHOW TIME(大道芸人)、がくとくんと記念撮影会 他 

【料 金】  無料～100円 

 

ｉ ミニ汽車に乗ろう  〈新規〉 

【時 期】  2020年3月22日(日) 

【内 容】  こども達にミニ汽車を体験してもらう 

【料 金】  100円 

 

ｊ ドリームランドフリーパス発行 〈拡充〉 

【時 期】  (個人) 2019年4月1日(月)～11月30日(土)及び 

2020年3月20日(金)～3月31日(火)の土日祝日 

        (団体) 開園期間内随時発行 

(20名以上の団体、または小学校・幼稚園・保育所・こども園･ 

スポーツ少年団･子供会等の団体) 

【内 容】  遊戯施設一日乗り放題(購入日限り) 

【料 金】  (個人) 大人1,200円、小中学生1,000円、未就学児700円 

(団体) 大人1,000円、小中学生800円、未就学児500円 

 

ｋ ドリームランド開園時間延長 

【時 期】  ゴールデンウィーク期間、夏休み期間、8月14日(水) 

【内 容】  〈30分延長〉 － ゴールデンウィーク期間、夏休み期間  

 〈4時間30分延長(ナイター営業)〉 － 8月14日(水) 
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ｌ 誕生月遊具無料券配布 

【時 期】  1月～6月生まれ…2019年6月1日(土)、2日(日)、8日(土)、9日(日) 

７月～12月生まれ･･･2019年6月15日 (土 )、16日 (日 )、22日 (土 )、23日 (日 ) 

【内 容】  来園した小学生以下の児童の誕生月に応じて、ドリームランド遊戯施設無料

券をプレゼント 

 

(ｲ) 地域連携による観光誘客の推進 

ａ 市内小学校新入生無料招待 

【時 期】  2019年4月8日(月)(無料招待券進呈時期) 

(利用期間 ドリームランド、プールの2019年度開園期間) 

【内 容】  ドリームランド遊戯施設、プール無料招待券進呈 

 

ｂ 夏休み特別企画！市内小学生等及び旅館・ホテル宿泊者無料招待 

【時 期】  2019年7月20日(土)～8月31日(土) 

【内 容】  市内の小学校、幼稚園、保育所等の児童及び旅館・ホテル宿泊者へ

ドリームランド遊戯施設の無料招待券を進呈 

 

ｃ 幼稚園、保育所等運動会参加児童無料招待 〈新規〉 

【時 期】  2019年4月1日(月)～2020年3月31日(火) 

【内 容】  当施設を運動会等で利用する、幼稚園、保育所等児童に対してドリーム

ランド遊戯施設の無料招待券(当日券)を進呈 

 

ｄ 市内小学生等特典付き年間イベントチラシ配布 〈新規〉 

【時 期】  2020年3月 

【内 容】  年間のイベントを一覧にしたチラシに、イベント当日に限り利用可能な特典

チケットを付与し、市内の小学校、幼稚園、保育所等の児童へ配布 

 

② プール施設運営による観光交流の推進 

ア 郡山カルチャーパーク プールの運営 

〈実施場所〉  郡山カルチャーパーク プール(郡山市安積町成田地内) 

〈開場期間〉  2019年 7月 6日(土)～8月 31日(土) 

▼ プレオープン 〈新規〉 6月 29日(土)、30日(日) 

▼ 特別営業  〈新規〉 9月 1日(日) 

〈開場時間〉  午前 9時 30分～午後 0時 30分、午後 1時 30分～午後 4時 30分 

〈休 場 日〉  7月 8日(月)、7月 16日(火)、8月 26日(月) 

〈施設概要〉  50ｍプール･25ｍプール(一部コース貸切料金の設定 〈新規〉)、 

流水プール、飛込プール、幼児プール、ウォータースライダー 

 

イ 観光交流推進事業 

(ｱ) 水泳大会等誘致活動 

【内 容】  スポーツ及び観光の振興並びに施設の利用促進を図るため、県内外の 

水泳連盟や大学等に対し、大会・合宿等の誘致活動を行う 
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ウ 体験の場の提供 

(ｱ) 幼児プールで宝さがし 〈新規〉 

【時 期】  夏休み期間 (2019年 7月 20日 (土 )～8月 25日 (日 ))の月曜日 (祝日を除く) 

【内 容】  幼児プール内で宝探しをし、親子で水に親しむ 

【料 金】  無料 
 

(ｲ) 水泳体験教室(講師 郡山市水泳協会) 

【時 期】  2019年8月1日(木)～5日(月)  

【内 容】  小学校低学年の初心者を対象とした水泳教室(5回コース) 

【対 象】  小学校低学年 

【料 金】  無料(保険料別途) 
 

(ｳ) ポリネシアンダンスショー・ポリネシアンダンス教室 

【時 期】  2019年8月4日(日) 

【内 容】  夏の気分を味わい、ダンスを楽しむ 

【料 金】  無料 

 

③ 情報発信 

ア ダイレクトメールによるPR  

ドリームランド及びプールを活用しながら、一層の観光誘客を図るため、観光関係団体、

小学校、幼稚園等(県外含め)に対して、ダイレクトメールを実施 
 

イ ウェブサイト活用による情報発信 

施設情報・イベント情報の発信、観光客等の立ち寄り休憩所等のPR 
 

ウ SNS活用による情報発信 

(ｱ) 各種SNSの運用(facebook、twitter、Instagram) 

(ｲ) インスタグラムモニターによる情報発信 〈新規〉 

     一定数のフォロワーを持つインスタグラマーをモニターとして募集し、施設利用を通じて、

情報発信を行う 
 

エ 広報誌等の活用による情報発信 

(ｱ) 市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 

(ｲ) 公共機関、観光関連団体等が発行する広報誌等へのクーポン券提供による情報発信 

 

オ 営業の強化による情報発信 〈拡充〉 

(ｱ) 郡山コンベンションビューロー連携による首都圏営業活動等 

(ｲ) 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 

 

④ 利用者アンケートの実施 
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２ 畜産の振興に関する事業［公３］   

畜産技術の調査研究を行い、その研究成果を地域畜産農家へ還元することにより、地域畜産

の振興を図るため、次の事業を実施します。 

なお、事業の実施にあたっては、自然の資源を無駄にしない循環型酪農の考え方と、食の安全

性確保のため、生乳の生産過程で発生する可能性のある衛生・品質上の危害要因を分析し、管

理すべき重要管理点を定め、厳格に監視・記録を行う農場HACCP(ハサップ)の考え方などを取り

入れながら実施します。 

 

(１)畜産調査研究の実施 

〈実施場所〉 郡山石筵ふれあい牧場(郡山市熱海町石筵地内) 

〈事業内容〉 

ア 畜産農家支援事業 

■ 預託放牧事業 

高齢化が進む畜産農家の飼養管理の労力及び費用の軽減に寄与することで地域畜産

農家の経営改善及び経営安定を支援するため、畜産農家が所有する育成牛を1年を通し

て実費相当額で預かり、当公社の専門職員が適正な飼養管理を行いながら、骨格の丈夫

で健康な牛に育成します。 

また、地域畜産農家等と情報共有ネットワークを形成し、畜産に関する情報交換を行う

ほか、当牧場において蓄積された知識・技術を広く提供します。 

冬季閉場期間中においては、市内畜産農家を訪問し、飼養管理に関する経営アドバイ

スや、知識・技術の向上支援活動を行うなど、預託放牧牛の頭数を増やすよう努めます。 

 

イ 優良仔畜生産、性選別出産調査研究事業 

酪農家の経営に求められる生乳の生産性向上を図るため、生乳の品質向上及び雌子

牛の出生率向上の調査研究を行います。 

研究事業の成果については、地域酪農家はもとより市内外の畜産関係者等へ提供する

ため、ウェブサイトで情報公開します。 

なお、本研究事業において生産された優良仔畜受胎雌牛は、研究として生産しているた

め、市内の酪農家に抽選方式により低廉な価格で譲渡します。 

 

ウ 高品質生乳生産研究事業 

高品質の生乳を生産するために重要な、良質な粗飼料(牧草等)を生産するとともに、飼

料自給率の向上を図るため、次の調査研究を行います。なお、調査研究結果は、ウェブサイ

ト等で広く情報公開します。 

(ｱ) 土壌分析 

(ｲ) 飼料分析 

(ｳ) 飼料給与割合等 

(ｴ) 乳成分及び乳量分析 

(ｵ) 生乳の販売 
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  (２)酪農体験の場の提供 

①教育ファーム事業 

【時 期】  随時  

【内 容】  市内の小・中学生の職場体験や、小・中学校教諭の初任者研修の場として、

次の３つの場づくりを提供し、生産の苦労や喜び、食べ物の大切さと、畜産に

対する理解を醸成するとともに、酪農後継者の育成を促進します。 

▼「食育の場」    = 「食べる」ことの前に、「いのちを育てる仕事(農)」がある

ことを伝えます。 

▼「体験学習の場」 = 体で感じ、気づき、発見させる食育の基本である 

「体験」の場を提供します。 

▼「気づきの場」   = 五感をフルに活用し、地域の良さ、自然の力を生か

す農業の良さなど、気づく場を提供します。 

 

②牛の乳搾り体験  

【時 期】  随時 ※要予約、1日1団体100名まで 

【時 間】  午前11時から、または午後1時からのいずれかの時間で実施 

【料 金】  1回につき 2,000円(イベント開催時の実施については無料) 
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３ 都市緑化及び地域活性化に関する事業［公４］ 

都市緑化を通した潤いのある地域環境の形成により、市民に憩いとふれあいの場を提供し、福

祉の向上と地域の活性化に寄与するとともに、緑化体験により自然の大切さを学ぶことや総合公

園を利用する中での親子間等のふれあいの場を提供することで、青少年の健全な育成を図ること

などを目的として、次の事業を実施します。 

 

(１) 体験交流による青少年健全育成に資する事業 

① 緑化体験及び交流の推進 

ア 郡山カルチャーパーク カルチャーセンターの運営 

〈実施場所〉  郡山カルチャーパーク カルチャーセンター(郡山市安積町成田地内) 

〈開館期間〉  2019年 4月 1日(月)～2020年 3月 31日(火) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開館 

〈開館時間〉  午前 9時～午後 9時 

〈休 館 日〉  毎週月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) ※夏休み期間を除く 

年末年始(12月 28日～翌 1月 4日) 

〈施設概要〉  アリーナ、工作室、会議室、和室等 

 

イ 郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場の運営 

〈実施場所〉  郡山カルチャーパーク 屋内子どもの遊び場(郡山市安積町成田地内) 

〈開館期間〉  2019年 4月 1日(月)～2020年 3月 31日(火) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開館 

〈開館時間〉  午前 9時～午後 5時 

〈休 館 日〉  毎週月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) ※夏休み期間を除く 

年末年始(12月 28日～翌 1月 4日) 

〈施設概要〉  アリーナ(人工芝) 2,472.77㎡、キッズスペース等 363.66㎡ 

 

ウ 八山田こども公園の運営 〈新規〉 

〈実施場所〉  八山田こども公園(郡山市富久山町八山田地内) 

〈開館期間〉  2019年 4月 1日(月)～2020年 3月 31日(火) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開館 

〈開館時間〉  午前 9時～午後 5時 

〈休 館 日〉  毎週月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) ※夏休み期間を除く 

年末年始(12月 28日～翌 1月 4日) 

〈施設概要〉  ジャンボ滑り台、ボルダリング、ネット遊具、ブランコ、芝生広場、 

 体験学習施設(329.75㎡) 

 

エ アリーナイベント 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年6月23日(日)、12月22日(日) 

【内 容】  アリーナ無料開放(ふわふわ、縄跳び大会 他) 

どこでも環境教室、環境映画(環境問題啓発) ※6月23日のみ 
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オ 映画上映会 〈カルチャーセンター〉 

【内 容】  ・こども映画上映会(子供向けアニメ等)  毎月1回 

 ・パブリックシアター(世界の名画等)  毎月1回 

 ・環境映画(環境問題啓発)※再掲  2019年6月23日(日) 

【料 金】  無料 

 

カ 親子木工教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年5月3日(金) 

【内 容】  木工品の製作を通して木に親しむ 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 

 

キ カルチャーパーク園内探検 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年5月4日(土)、10月6日(日) 

【内 容】  指定する花、木を園内から見つけ、その特徴等を学びながら緑化に親しむ

機会を提供し、参加者には草花を無償プレゼント。 

【料 金】  無料 

【定 員】  各300名 

 

ク 親子こいのぼりつくり教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年5月5日(日) 

【内 容】  身近なものを使ってオリジナルのこいのぼりをつくる 

【料 金】  無料 

【定 員】  200名 

 

ケ 親子ヨガ教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年6月9日(日)、16日(日) 

【内 容】  ヨガで体幹を鍛えよう(2回コース) 

【料 金】  無料(保険料別途) 

【定 員】  20名 

 

コ 親子健康教室 

【時 期】  ・2019年6月23日(日) 〈カルチャーセンター〉 定員 20名 

 ・2020年3月22日(日) 〈ドリームランド〉    定員 なし 

【内 容】  公益財団法人郡山市健康振興財団と連携し、施設利用者の健康増進を図る  

【料 金】  無料 

 

サ ジュニアヒップポップ体験教室 〈カルチャーセンター〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年7月28日(日) 

【内 容】  ヒップホップのダンスを楽しむ 

【対 象】  小学生 

【料 金】  無料(保険料別途) 

【定 員】  20名 
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シ 親子ランニング教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年9月8日(日) 

【内 容】  正しいランニングフォームを身に付ける 

【対 象】  小学生 

【料 金】  無料(保険料別途) 

【定 員】  20名 

 

ス 季節の寄せ植え教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年10月6日(日)、12月1日(日)、 

2020年1月19日(日)、2月23日(日) 

【内 容】  季節の花を使って寄せ植えをつくる 

【対 象】  小学生～一般 

【料 金】  1,000円 

【定 員】  各20名 

 

セ 折り紙ヒコーキ教室 〈カルチャーセンター〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年10月6日(日) 

【内 容】  紙ヒコーキを作って飛ばそう 

【対 象】  小学生以下 

【料 金】  無料 

 

ソ 親子フラワーアレンジメント教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年10月20日(日) 

【内 容】  フラワーアレンジメントで緑に親しむ 

【料 金】  1,000円 

【定 員】  15名 

 

タ 星の宅配便 〈カルチャーセンター〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年11月3日(日) 

【内 容】  郡山市ふれあい科学館による移動式プラネタリウム 

【対 象】  小学生 

【料 金】  無料 

 

チ 樹木観察とテラリウムつくり 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年11月3日(日) 

【内 容】  郡山カルチャーパーク園内の樹木観察とテラリウムつくり 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 

 

ツ 親子クリスマスリースつくり教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年11月24日(日) 

【内 容】  オリジナルのリースつくり 

【料 金】  1,000円 

【定 員】  20名 
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テ バルーンアート教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2019年12月22日(日) 

【内 容】  風船で雪だるまなどいろんな作品をつくってみよう 

【料 金】  無料 

【定 員】  100名 

 

ト 親子陶芸教室 〈カルチャーセンター〉 

【時 期】  2020年2月11日(火) 

【内 容】  オリジナルの陶芸品つくり 

【料 金】  1,500円 

【定 員】  20名 

 

ナ 体験学習イベント 〈屋内子どもの遊び場〉 

【時 期】  2019年7月、9月、11月、12月 

【内 容】  人工芝スペースを活用し、親子間のほか、利用者同士も体を使って 

楽しく遊び交流する(踊ってあそぶ、じゃんけんで遊ぶ等) 

【料 金】  無料 

 

ニ 学習イベント 〈八山田こども公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年7月、8月、10月、12月、2020年2月、3月 

【内 容】  親子間のほか、利用者同士も体を使って楽しく遊び交流する 

(お話会、水遊び、ミニ縁日等) 

【料 金】  無料 

 

ヌ 移動動物園 〈八山田こども公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年10月 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場のかわいい動物たちとふれあう 

【料 金】  無料 

 

ネ 子どもの遊び場2施設連携来園カードの配布 〈屋内子どもの遊び場・八山田こども公園〉 〈新規〉  

【時 期】  夏休み期間・冬休み期間・春休み期間 

【内 容】  郡山カルチャーパーク屋内子どもの遊び場と八山田こども公園の2施設連携

来園カードを作成し、来園ごとのスタンプに応じて景品を進呈 

 

ノ 学生等ボランティアの受け入れ 〈屋内子どもの遊び場・八山田こども公園〉 〈新規〉 

【時 期】  随時 

【内 容】  特に土日等の利用者が多い日に、子供達がより楽しく遊べる場を提供するた

め、保育活動について学ぶ市内学生等を対象としたボランティアを受け入れる 
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② 交流施設の提供 
地域交流を推進し、地域の健全な発展に寄与するため、次に掲げる交流施設の提供を行う。  

ア カルチャーセンター 

施設名 収容人数 面 積 備      考 

アリーナ 1,500人 1,623㎡ 
集会、運動会、バスケットボール、 
バレーボール、バドミントン、卓球 他 

第１会議室    51人  91㎡ スクール形式 

第２会議室    20人  62㎡ 円卓 

第１和室 －   10畳 座卓 

第２和室 －   10畳 座卓 

工作室 －  73㎡  

展示室 － 239㎡ 映画会、各種展示会 他 
 
イ 公園 

施設名 収容台数 面 積 備      考 

第1駐車場 131台 5,116㎡ おもいやり駐車場10台､バス駐車場6台 

第2駐車場 498台 12,680㎡ バス駐車場3台 

第3駐車場 135台 4,948㎡  

第4駐車場 503台 11,134㎡  

第5駐車場 593台 13,952㎡  

宮前駐車場 140台 3,557㎡  

 
③ 情報発信 
ア ダイレクトメールによるPR  

児童及び園児等の体験学習、情操教育の場、親子間のふれあいの場として、自然と遊
戯施設を併せ持つ総合公園である当施設の特性を広く周知するため、小学校、幼稚園等
(県外含め)に対して、ダイレクトメールを実施 
 

イ ウェブサイト活用による情報発信 
施設情報・イベント情報の発信 

 
ウ SNS活用による情報発信 
(ｱ) 各種SNSの運用(facebook、twitter、Instagram) 
(ｲ) インスタグラムモニターによる情報発信 〈新規〉 

一定数のフォロワーを持つインスタグラマーをモニターとして募集し、施設利用を通じて、
情報発信を行う。 

 
エ 広報誌等の活用による情報発信 
市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 
 

オ 営業の強化による情報発信 〈拡充〉 
(ｱ) 郡山コンベンションビューロー連携による首都圏営業活動等 
(ｲ) 県内外の小学校、幼稚園等への直接訪問による営業活動等 

 
④ 利用者アンケートの実施 
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(２) 地域交流・緑化啓発事業 

① 地域交流の推進 

21世紀記念公園の交流施設及びくつろぎ施設を活用した地域住民等が行うイベント等への

貸し出しや、緑地が貴重な市街地の中心部に位置する同公園及び隣接する麓山公園の一

体管理を通して、地域住民に潤いのある生活環境と交流の場を提供するため、次の事業を実

施します。 

ア 21世紀記念公園「麓山の杜」の運営 

〈実施場所〉  21世紀記念公園「麓山の杜」(郡山市麓山地内) 

〈開館期間〉  2019年 4月 1日(月)～2020年 3月 31日(火) 

※ゴールデンウィーク期間(2019年4月27日(土)～5月6日(月))の 

10日間すべて開館 

〈開館時間〉  午前 9時～午後 9時 

〈休 館 日〉  毎週月曜日(祝日の場合は翌日以降の平日) 

年末年始(12月 28日～翌 1月 4日) 

〈施設概要〉  交流施設「とんがりふれあい館」 体験学習室等、くつろぎ施設「麓山荘」 

和室等、安積の広場、四季の花壇等 

 

イ 麓山公園の管理運営 〈新規〉 

〈実施場所〉 麓山公園(郡山市麓山地内) 

〈期   間〉 2019年 4月 1日(月)～2020年 3月 31日(火) 

〈施設概要〉 四阿 2棟、麓山の滝(国登録有形文化財)、弁天池、遊具等 

 

ウ 呈茶事業 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年4月1日(月)～2020年3月31日(火)※休館日、施設貸切日を除く 

【内 容】  くつろぎ施設の立礼席で、抹茶と和菓子の提供 

【料 金】  300円 

 

エ 茶会(郡山市諸流茶道連盟連携) 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年4月、5月、6月、9月、10月、12月、2020年1月、2月、3月 

【内 容】  ・市民体験「諸流派に学ぶ茶道教室」(月釜)(年 7回) 

 ・季節の茶会(年 2回) 

【料 金】  「月   釜」 300円 

「季節の茶会」 300円～1,000円 

 

オ デコパージュ教室 〈21世紀記念公園〉  

【時 期】  2019年4月20日(土) 

【内 容】  布バッグにペーパーナプキンの絵柄を張り付ける 

【料 金】  2,500円 

【定 員】  15名 
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カ 移動動物園 《自主事業》 〈21世紀記念公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年5月11日(土) 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場のかわいい動物たちとふれあう 

【料 金】  無料 

 

キ ハーバリウム教室 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年5月18日(土) 

【内 容】  ドライフラワー等を専用液に入れインテリア小物をつくる 

【料 金】  2,500円 

【定 員】  15名 

 

ク まちなかふれあいウォーク 〈21世紀記念公園・麓山公園〉 

(ｱ) 郡山水と緑の案内人の会と郡山市の歴史探訪 

【時 期】  2019年5月19日(日) 

【料 金】  無料(保険料別途) 

【定 員】  20名 

 

(ｲ) 歴史研究家と郡山市の歴史探訪(麓山地区)及び野点を楽しむ 

【時 期】  2019年10月14日(月) 

【料 金】  無料(保険料別途) 

【定 員】  20名 

 

ケ 防災訓練 〈21世紀記念公園・麓山公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年6月 

【内 容】  郡山市上下水道局と合同で防災訓練を実施 

 

コ 国際交流 〈21世紀記念公園〉  

【時 期】  2019年6月1日(土) 

【内 容】  外国人を対象とした日本の伝統文化体験(琴) 〈新規〉 

【料 金】  無料 

【定 員】  10名 

 

サ 麓山の杜のチューリップを育てよう 〈21世紀記念公園〉 

(ｱ) チューリップ球根掘り 

【時 期】  2019年6月12日(水) 

【内 容】  近隣の幼稚園児を対象とした園内花壇の球根掘り体験(採取した球根は体

験者へ無償提供) 

 

(ｲ) チューリップの鉢植えつくり 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年11月6日(水) 

【内 容】  園内で採取した球根による鉢植えつくりの講習会 

【料 金】  300円 

【定 員】  15名 
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シ 親子バスツアー 《自主事業》 〈21世紀記念公園・麓山公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年6月30日(日) 

【内 容】  親子対象の日本遺産「一本の水路」に関連する施設を巡るバスツアー 

【料 金】  一人 1,000円 （保険料、講師代） 

【定 員】  親子20組50名まで 

 

ス ゆかた着付け教室 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年7月6日(土) 

【内 容】  ゆかたの着付けの基礎を学ぶ 

【料 金】  1,200円 

【定 員】  10名 

 

セ 麓山の杜ホールコンサート 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年7月21日(日)、10月13日(日)、12月8日(日)、 

  2020年3月15日(日) 

【内 容】  交流施設のホールを活用した演奏会 

【料 金】  無料 

 

ソ こども茶道教室 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年 7月 24日(水)、31日(水)、8月 7日(水) 

【内 容】  児童等を対象とした茶道教室(3回コース) 

【対 象】  中学生以下 

【料 金】  1,000円 

【定 員】  30名 

 

タ 防災ウォーク 〈21世紀記念公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年8月2日(金) 

【内 容】  防災機能を有する公園を散策しながら、防災について学ぶ 

【料 金】  無料(保険料別途) 

 

チ 大人茶道教室 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  ・2019年9月4日(水)、11日(水)、18日(水) 

・11月14日(木)、21日(木)、28日(木) 

【内 容】  一般を対象とした茶道教室(3回コース) 

【料 金】  1,000円 

【定 員】  各15名 

 

ツ 健康教室 〈21世紀記念公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年9月12日(木) 

【内 容】  公益財団法人郡山市健康振興財団と連携し、地域住民の健康増進を図る 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 
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テ 麓山の杜文化祭 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年11月23日(土)、24日(日) 

【内 容】  各教室等で制作した作品の展示発表会及び体験教室(レザークラフト・ポーセリンアート) 

 

ト トールペイント教室 〈21世紀記念公園〉  

【時 期】  2019年11月27日(水) 

【内 容】  干支の組木(子)に絵付けする 

【料 金】  2,000円 

【定 員】  15名 

 

ナ チューリップ球根無料配布 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2019年12月7日(土) 

【内 容】  園内で採取した球根を､地域商店街開催イベントなどへ無償提供 

 

ニ 音楽教室 〈21世紀記念公園〉 〈新規〉 

【時 期】  2020年1月18日(土) 

【内 容】  ギターの基礎を学ぶ 

【料 金】  1,500円 

【定 員】  15名 

 

ヌ レザークラフト教室 〈21世紀記念公園〉 

【時 期】  2020年2月11日(火) 

【内 容】  革製品で小物をつくる 

【料 金】  2,500円 

【定 員】  15名 

 

ネ 麓山の杜フォトコンテスト 〈21世紀記念公園・麓山公園〉 〈新規〉 

【時 期】  募集 2019年7月～9月、展示 11月～12月 

【内 容】  日本遺産「一本の水路」と21世紀記念公園をテーマにしたフォトコンテスト 

 

ノ 交流施設の提供〈21世紀記念公園〉 

(ｱ) とんがりふれあい館(交流施設)の提供 

施設名 収容人数 面 積 備      考 

体験学習室 24人 42.5㎡ 工作テーブル 

 

(ｲ) 麓山荘(くつろぎ施設)の提供 

施設名 収容人数 面 積 備      考 

第１和室 ― 10畳 座卓使用可 

第２和室 ― 8畳    〃 

第３和室 ― 8畳    〃 

第４和室 ― 6畳    〃 

小間 ― 3畳台目  

立礼席 15人 30.0㎡  
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② 緑化啓発 
緑化意識の啓発及び市民協働参画による緑地環境形成を図る 
ア 園芸教室 
【時 期】  2019年4月27日(土)、5月25日(土)、7月27日(土)、8月31日(土)、

11月16日(土)、12月21日(土)、 
2020年1月25日(土)、2月22日(土) 

【内 容】  季節の草花の寄せ植え等 
【料 金】  2,000円 
【定 員】  各15名 
 

イ プリザーブドフラワーアレンジメント教室 
【時 期】  2019年6月8日(土)、8月24日(土)、9月7日(土)、 

2020年1月11日(土)、2月8日(土)、3月7日(土)  
【内 容】  四季を感じる装飾品の創作等 
【料 金】  3,500円 
【定 員】  各15名 

 
ウ 華道教室 
【時 期】  2019年8月3日(土) 
【内 容】  華道の基礎講座 
【料 金】  1,500円 
【定 員】  10名 
 

エ 花苗配布 
【時 期】  2019年10月13日(日)、12月7日(土)、2020年3月15日(日) 
【内 容】  市民の緑化啓発を図るため、季節の草花を配布する 

 
オ 縁起物教室「門松つくり」 
【時 期】  2019年12月22日(日) 
【内 容】  日本伝統の正月飾りをつくる 
【料 金】  2,000円 
【定 員】  20名 
 

③ 情報発信 
ア パンフレット等の配布による緑化意識の啓発 
【時 期】  適時 
【内 容】  公共施設等に緑化推進に関するパンフレットを配布する 
【送付先】  公共施設 他 

 
イ ウェブサイト活用による情報発信 

 
ウ SNS活用による情報発信 

 各種SNSの運用(facebook、Instagram) 
 
エ 広報誌等の活用による情報発信 
市広報誌「広報こおりやま」による施設及びイベント情報発信 

 
④ 利用者アンケートの実施 
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(３) 地域緑化推進事業 

〈実施場所〉 21世紀記念公園「麓山の杜」(郡山市麓山地内) 

〈実施内容〉 

① 緑地環境の普及拡大 

市民の緑化意識の啓発及び緑地環境の普及拡大を図る 

ア 記念樹交付(郡山市民対象) 

【時 期】  2019年4月､5月､6月､9月､10月､11月､2020年3月 

【内 容】  緑地環境の普及拡大を図るため、記念樹を交付する 

 

イ みどりの教室実施 

(ｱ) みどり講習会(記念樹の育て方初歩講座) 

【時 期】  記念樹交付日に合わせて実施 

【内 容】  記念樹の育て方初歩講座及び季節のワンポイントアドバイス 

【料 金】  無料 

 

(ｲ) 園内樹木観察会・ハナカツミ講習会(市の花普及) 

【時 期】  2019年4月14日(日) 

【内 容】  21世紀公園内の樹木を参考に、木の年間管理等を学ぶ 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 

 

(ｳ) エコ教室(温暖化と緑化) 

【時 期】  2019年7月28日(日) 

【内 容】  緑によるやさしい環境づくりの講習とテラリウムづくり 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 

 

(ｴ) 季節の寄せ植え 

【時 期】  2019年8月25日(日)、2020年1月26日(日) 

【内 容】  季節の花の寄せ植え 

【料 金】  無料 

【定 員】  各20名 

 

(ｵ) 樹木観察・鳥笛つくり 〈郡山石筵ふれあい牧場〉 〈新規〉 

【時 期】  2019年9月1日(日) 

【内 容】  郡山石筵ふれあい牧場内の樹木観察と鳥笛をつくる 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 
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(ｶ) 苔玉つくりとみどりの相談会(郡山カルチャーパーク緑化フェア内開催) 

【時 期】  2019年10月6日(日) 

【内 容】  苔玉つくり、みどりの相談 

【料 金】  無料 

【定 員】  40名 

 

(ｷ) ミニ盆栽つくり 〈新規〉 

【時 期】  2020年2月9日(日) 

【内 容】  扱いやすいサイズのミニ盆栽をつくる 

【料 金】  無料 

【定 員】  20名 

 

ウ 地域緑化木交付 

【時 期】  随時(希望団体による申請) 

【内 容】  地域緑化活動を推進する団体へ緑化木または草花を交付 

 

エ 苗木・草花無償配付 

【時 期】  適時(年6回) 

【内 容】  緑化啓発期間及びイベント会場等で苗木や草花を配付 

 

② 生垣設置助成 

【時 期】  随時(設置者による申請) 

【内 容】  郡山市内で自宅等に生垣を設置する方を対象に、設置費用にかかる助成

金を交付 

 

③ 緑化推進事業の情報提供 

地域緑化を推進するため、地域町内会及び市民に対して、緑化啓発普及用ガイドブック

や制度普及用のパンフレットを無料で配布 

ア 公社ウエブサイトを活用し、随時「みどり通信」を発行 

イ 緑化啓発普及用冊子配布 

ウ 緑化啓発普及用パンフレット配布 
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〈収益事業〉 

１ 畜産加工品製造販売等事業［収２］ 

〈実施場所〉 郡山石筵ふれあい牧場(郡山市熱海町石筵地内) 

〈事業内容〉 

郡山石筵ふれあい牧場で生産した生乳等の加工品を製造販売することで利用者のサービス

向上及び畜産加工品の普及を図り、もって地域畜産の振興に寄与するため、次の事業を実施

します。 

なお、事業の実施にあたっては、食の安全性確保のため、食品の製造過程で発生する可能

性のある衛生・品質上の危険要因を分析し、管理すべき重要管理点を定め、厳格に監視・記

録を行う農場HACCP(ハサップ)の考え方などを取り入れながら実施します。 
 

(１) 生乳加工品の製造販売 ･････ アイスキャンディ、ソフトクリーム等 

※季節に応じてアイスキャンディ等の出張販売、ホットミルクの販売を行います。 

”特別販売” 

「アイスの日」、「クリスマス特別セール」、「ひなまつり特別セール」実施日はアイス

クリーム、アイスキャンディ等を特別価格にて販売 

 

(２) バーベキューの販売 ･･･････････ ラム肉、牛肉、豚肉、牧場特製チーズサラダ等 

”6月及び 9月の平日限定サービス” 

雨が多い時季の 6月及び 9月の平日に、ミックス盛１皿を購入された方に

は、もれなく野菜盛１皿をサービス 

 

(３) 羊肉加工品の販売 ･･････････ 牧場産ウインナーの販売 

”特別販売” 

「クリスマス特別セール」、「ひなまつり特別セール」実施日は特別価格にて販売 

 

(４) バター作り体験 ･････････････ 1人あたり 300円で実施 

 

(５) 雄仔牛の販売 ････････････････ 乳用牛の雄仔牛をセリ市場において販売 
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２ 公園利用者サービス事業［収３］ 

〈実施場所〉 郡山カルチャーパーク(郡山市安積町成田地内) 

〈事業内容〉 

施設利用者の利便性向上を図ることで施設の利用拡大を図り、もって公園の振興発展に

寄与するため、次の事業を実施します。 

なお、事業の実施にあたっては、食の安全性確保のため、食品の製造過程で発生する可能

性のある衛生・品質上の危険要因を分析し、管理すべき重要管理点を定め、厳格に監視・記

録を行うHACCP(ハサップ)の考え方などを取り入れながら実施します。 

 

(１) 食堂の運営 〈拡充〉 

【営業期間】①2019年 4月 1日(月)～11月 30日(土)及び 

         2020年 3月 18日(水)～3月 31日(火) 

・水曜日から日曜日まで  

(月曜日が祝日の週は、月曜日及び木曜日から日曜日まで) 

・夏休み期間、春休み期間(休園日を除く) 

②2019年 12月 1日(日)～2020年 3月 15日(日) 

・土日祝日のみ (2019年 12月 28日～2020年 1月 4日を除く) 

【営業時間】 午前 9時 45分～午後 4時 45分 

 

(２) 売店の運営 〈拡充〉 

【営業期間】 2019年 4月 1日(月)～11月 30日(土)、12月 21日(土)、22日(日)、 

2020年 3月 20日(金)～3月 31日(火) 

 ・土日祝日、夏休み期間、クリスマスイベント、春休み期間(休園日を除く) 

【営業時間】 午前 9時 30分～午後 4時 30分 

 

(３) スポーツ用品の販売 〈新規〉 

  ①カルチャーセンターアリーナ用品 

【販売期間】 郡山カルチャーパーク食堂営業日 

【販売内容】 靴下、T シャツ 他 

  ②プール用品 

【販売期間】 郡山カルチャーパークプール開場日 

【販売内容】 浮き輪 

 


