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施設名 休館等対応日 予定していた事業 日付 対応 延期日程
【出張演奏会】「アマデウス室内管弦楽団」
（大安場史跡公園）※文化センター自主事業

8/22(日) 中止 -

【出張演奏会】「郡山ウインドアンサンブル」
（科学館宇宙劇場）※文化センター自主事業

8/29(日) 中止 -

【出張演奏会】「郡山ウインドアンサンブル」
（科学館宇宙劇場）※文化センター自主事業

9/5(日) 中止 -

【出張演奏会】「郡山吹奏楽団クラリネットアンサンブル」
（ニコニコこども館）※文化センター自主事業

9/12(日) 中止 -

【夏休みドーム映像番組】
「アニマル・ハンター～どうぶつたちのおもしろ行動学～」

7/17(土)～8/24(火) 8/23(月)から中止 -

【スペースパーク企画展(夏)】
「ふしぎ発見！ピラミッドサイエンス」

7/17(土)～8/24(火) 8/23(月)から中止 -

【夏休み科学工作コーナー】
「わくわくスペースパークの夏」

7/17(土)～8/24(火) 8/23(月)から中止 -

【星の宅配便】永盛地域公民館 8/21(土) 中止 -

【クラブ活動】Aクラス 8/21(土) 延期 3/19(土)

【ベビープラネタリウム】「ちいさなせかい・おおきなうちゅう」 8/25(水) 中止 -

【いきいきプラネタリウム】「今夜の星空と世界の星空」 8/26(木) 中止 -

【星空案内人資格認定講座】 8/26(木) 延期 調整中

【クラブ活動】Bクラス 8/28(土) 延期 3/20(日)

【デジタルスタジオ】「うちわ作り」 8/29(日) 中止 -

【出張演奏会】「郡山ウインドアンサンブル」※文化センター自主事業 8/29(日) 中止 -

【郡山市少年少女発明クラブ】 8/29(日) 中止 -
【開館20周年記念イベント】
10/2(土)・10/3(日)開催トークイベント申込受付

9/1(水)～ 中止

【駅前観望会】 9/11(土) 中止 -

【ホワイエ企画展】「星の風景2021」 7/17(土)～9/26(日) 8/23(月)から中止 中止

【天文カレッジ】第1期講座 9/15(水) 延期 調整中

【星空案内人資格認定講座】 9/16(木) 延期 調整中

「星の宅配便」(片平公民館) 9/18(土) 中止

【クラブ活動】Aクラス 9/18(土) 延期 12/18(土)

「古墳でお月見」(大安場史跡公園) 9/19(日) 延期 調整中

【クラブ活動】Bクラス 9/25(土) 延期 12/19(日)

【郡山少年少女発明クラブ】 9/26(日) 中止

【開館20周年記念イベント】 10/2(土)～10/3(日) オンラインに変更
無料開放、
特別プログラムは延期

【鉄道フェスティバル】 10/9(土)～10/10(日) 中止

2021/2/14(日)
より休館中

郡山市民文化センター

郡山市
ふれあい科学館

2021/8/23(月)
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【特別企画展】「こぐまちゃん」と『あかべこのおはなし』 7/3(土)～8/29(日) 8/23(月)から中止 -

【読み聞かせ・紙芝居】 8/22(日) 中止 -

【文学講座4】「金子光晴の詩の世界」 8/25(水) 延期 調整中

【文学講座5】「宮沢賢治の文学世界」　 8/28(土) 延期 調整中
【文学講演会】「医系の俳人」平畑静塔と澁谷道～
二人の蛇忽賞受賞者にスポットライトを当てて～

9/5(日) 延期 調整中

【提案事業】「文学の森俳句会」
※申し込み済みの方へご案内しています。

9/16(木) 延期 9/30(木)

【昔の遊び事業】
「昔の遊びワークショップ『竹水鉄砲』を作って遊ぼう！」※開成館自主事業

8/21(土) 実施 -

【魅力発見！民話の世界】語り部による民話を聞く会 9/12(日) 延期 調整中

【提案事業】「お琴演奏会」 9/19(日) 延期 調整中

【出張演奏会】「アマデウス室内管弦楽団」※文化センター自主事業 8/22(日) 中止 -
【第１回企画展】
「東北地方における古墳時代中期の集落　清水内遺跡」

7/10(土)～8/29(日) 8/23(月)から中止 -

【企画展示】「発掘ガール展」 9/4(土)～10/3(日) 延期 調整中

【陶器づくり】「陶芸家の指導で陶器を制作」 9/5(日) 延期 調整中

【出張演奏会】「郡山ウインドアンサンブル」※文化センター自主事業 9/5(日) 中止 -

「古墳でお月見」※ふれあい科学館 9/19(日) 延期 調整中
五百淵公園 - - - - -

【ネイチャークラフト教室】「自然素材を使った工作教室」 9/12(日) 延期 調整中

「みんなでそなえよう！災害時の飲料水確保」 9/26(日) 中止
「草木染め」 8/21(土) 中止

【もりのこクラブ(第３回)】「夏の水辺の生物の観察」 8/28(土) 延期 調整中

【自然観察会(第３回)】「水辺の自然観察」 9/5(日) 延期 調整中
野鳥の森学習館 2021/8/23(月) 【野鳥観察会(第4回)】「五百淵公園の野鳥観察」 9/19(日) 延期 調整中

文化財調査研究センター - - - - -

【無料相談会】（一財）福島県民共済会・郡山市勤労者互助会共催事業　 8/26(木) 実施 -

【会員と家族のボウリング大会】郡山市勤労者互助会事業 9/4(土) 中止 -

【ソフトボール大会】郡山市勤労者互助会事業(片平スポーツ広場) 9/19(日) 延期 調整中

平成記念郡山
こどものもり公園

もりの館
2021/8/23(月)

こおりやま
文学の森資料館

2021/8/23(月)

郡山市開成館
2021/2/14(日)
より休館中

大安場史跡公園
ガイダンス施設

2021/8/23(月)

2021/8/23(月)
より利用制限

郡山市労働福祉会館
郡山市勤労者互助会

2021/8/23(月)
荒井中央公園

ラウンジ・ホール
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【女性活躍推進事業】
「初めてのWeb会議講座～Zoomの基本的な使い方～(全１回)」

8/27(金)
8/28(土)

延期 -

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(DV等)」 8/28(土) 実施 -

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(法律相談)」 8/31(火) 実施 -

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(DV等)」 9/7(火) 実施 -

【相談事業Ⅰ】「特設人権相談」 9/9(木) 実施 -

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(就労相談)」 9/15(水) 実施

【ライフステージに応じた健康に関する事業】「心と体のリフレッシュ講座」 9/17(金) 延期 11/12(金）

【男性のための介護講座】「もし自分が介護者になったとき」 9/18(土) 延期 11/20(土）

【ライフステージに応じた健康に関する事業】「心と体のリフレッシュ講座」 9/24(金) 延期 11/19(金）

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(DV等)」 9/25(土) 実施

【男性のための介護講座】「正しく知りたい認知症」 9/25(土) 延期 11/27(土）

【相談事業Ⅱ】「女性のための相談日(法律相談)」 9/28(火) 実施

【女性の起業応援事業】「夢を叶えた女性の生き方」 9/29(水) 中止

【郡山市男女共同参画フェスティバル2021　活動成果発表展示】 9/28(火)～12/2(木) 実施

郡山市
男女共同参画センター

2021/8/23(月)
より利用制限
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