
施　　　設　　　名 所　在　地  問 合 せ 先 活動内容・施設内容

 総合福祉センター(福祉センター）  朝日一丁目 924-2950  研修室・視聴覚室等

 総合福祉センター（中央老人福祉センター）  朝日一丁目 924-2966  和室・洋室・入浴

 寿楽荘  熱海町 984-3130  和室・洋室・入浴

 逢瀬荘  逢瀬町河内 957-2828  入浴　（宿泊除く。）

 西田地域交流センター  西田町三町目 972-2570  和室・洋室・入浴

 三穂田地域交流センター  三穂田町富岡 954-2083  和室・洋室・入浴

 田村地域交流センター  田村町田母神 975-2070  和室・入浴

 中田地域交流センター  中田町中津川 973-3566  和室・洋室・入浴

 喜久田地域交流センター  喜久田町 959-2205  入浴

 日和田地域交流センター  日和田町 958-6550  和室・洋室・入浴

 サニー・ランド湖南  湖南町福良 983-2277  和室・入浴

 郡山市立公民館　（全４０館）  市内各所  和室・洋室・ホール等

 公会堂  麓山一丁目 934-1212  ホール等

 緑ケ丘ふれあいセンター  緑ケ丘東三丁目 944-0001  和室・洋室

 富田西ふれあいセンター  富田町字大十内 966-2262  和室・洋室

 大槻ふれあいセンター  大槻町字中前田 951-1512  和室・洋室

 三穂田ふれあいセンター  三穂田町富岡 954-2111  洋室

 河内ふれあいセンター  逢瀬町河内 957-3305  和室・洋室

 片平ふれあいセンター  片平町字町南 951-5730  和室・洋室

 喜久田ふれあいセンター  喜久田町堀之内 959-2205  和室・洋室

 西田ふれあいセンター  西田町三町目 972-2807  和室・洋室

 中田ふれあいセンター  中田町下枝 973-2951  和室・洋室

 逢瀬コミュニティセンター  逢瀬町多田野 957-2417  和室・洋室

 湖南コミュニティセンター  湖南町舟津 982-2112  和室・洋室

 安積総合学習センター  安積町荒井 945-6466  和室・洋室・体育館

 富久山総合学習センター  富久山町福原 925-1500  和室・洋室・体育館

 市民ふれあいプラザ  ビッグアイ内 922-5544  展示スペース

 市民交流プラザ  ビッグアイ内 922-5544  和室・洋室

 さんかくプラザ(男女共同参画センター）  麓山二丁目 924-0900  和室・洋室

 富久山コミュニティ消防センター  富久山町八山田 924-2161  和室・洋室

 白岩コミュニティ消防センター  白岩町字柿ノ口 924-2161  和室・洋室

 労働福祉会館  虎丸町 932-5279  和室・洋室

 東部勤労者研修センター  田村町金屋 943-8580  和室・洋室

 郡山駅西口駅前広場  駅前二丁目 924-2301  各種イベント

 サン・サン・グリーン湖南  湖南町福良 982-2811  洋室・体育館

 郡山石筵ふれあい牧場  熱海町石筵 984-1000  野外活動

 高篠山森林公園  逢瀬町多田野 957-3748  野外活動・キャンプ場

 郡山ユラックス熱海  熱海町熱海五丁目 984-2800  ホール・温水プール・温泉

 水防センター  富久山町久保田 934-2701  集会室・和室

 郡山カルチャーパーク　ドリームランド  安積町成田 947-1600  遊園地



施　　　設　　　名 所　在　地  問 合 せ 先 活動内容・施設内容

 カルチャーパーク　プール  安積町成田 947-1600  プール・水泳

 カルチャーパーク　カルチャーセンター  安積町成田 947-1600  和室・洋室・体育館

 ２１世紀記念公園  麓山一丁目 924-2194  交流施設・くつろぎ施設

 大槻公園  野外活動

 （勤労者野外活動施設）  スポーツ広場

 開成山野外音楽堂  開成山公園内 924-2361  コンサート

 荒井中央公園ふれあい交流施設  安積町荒井 947-9440  ホール・屋内運動等

 野鳥の森学習館  菜根四丁目 934-2180  観覧

 中央図書館  麓山一丁目 923-6616  ホール等

 けんしん郡山文化センター
（郡山市民文化センター）

 堤下町 934-2288  ホール等

 宝来屋 郡山総合体育館
（郡山総合体育館）

 豊田町 934-1500  屋内運動

 　　東部体育館  田村町金屋 943-5558  屋内運動

 　　西部体育館  大槻町字漆棒 961-4250  屋内運動

 　　西部第二体育館  待池台一丁目 959-4554  屋内運動

 開成山陸上競技場  開成一丁目 932-5327  全天候型トラック

ヨーク開成山スタジアム
（開成山野球場）

 開成一丁目 932-5327  野球

郡山しんきん開成山プール
（開成山屋内水泳場）

 開成一丁目 932-5327  プール・水泳

 開成山弓道場  開成一丁目 932-5327  弓道

 日和田野球場  日和田町字山ノ井 958-2352  野球

 郡山庭球場  町東一丁目 951-8511  テニス

 ふるさとの森　スポーツパーク体育館  田村町小川 955-5229  屋内運動

 磐梯熱海スポーツパーク  屋内運動

　　　　　　　（体育館・多目的グランド）  屋外運動

 磐梯熱海スポーツパーク（サッカー場）  熱海町高玉 984-1781  サッカー

 磐梯熱海スポーツパーク（スケート場）  熱海町高玉 984-0350  スケート

 西部サッカー場  大槻町横山 961-3500  サッカー

 熱海フットボールセンター  熱海町熱海 954-9670  サッカー

 郡山相撲場  大槻町字漆棒 934-1500  相撲

 磐梯熱海アイスアリーナ  熱海町玉川 984-5377  スケート（冬）

 開成館  開成三丁目 923-2157  観覧

 ユースフル郡山（勤労青少年ホーム）  麓山一丁目 932-3027  和室・集会室等

 少年湖畔の村  湖南町横沢 982-2115  集団訓練　（宿泊除く。）

 郡山市立美術館  安原町大谷地 956-2200  常設展・企画展観覧

 青少年会館  大槻町字漆棒 961-8282  集団訓練　（宿泊除く。）

 こおりやま文学の森資料館  豊田町 991-7610  観覧

 ふれあい科学館  ビックアイ内 936-0201  観覧

 教育研修センター  西田町三町目 983-1120  研修室

951-2051

 熱海町高玉 984-1781

 大槻町字葉山下地内



施　　　設　　　名 所　在　地  問 合 せ 先 活動内容・施設内容

 ミューカルがくと館（音楽・文化交流館）  開成一丁目 924-3715  ホール・練習等

※利用方法や休館日は、直接、施設へお問合せください。

※ほっとあたみ（熱海多目的交流施設）の使用料（貸館部分）は公民館部分のみとなります。

※施設の設置条例で使用料が免除になる施設もありますが、上記には記載しておりません。


