


TEL.024-932-8787 FAX.024-939-7520
郡山市八山田5-12 メインビル八山田

   9：00～18：00　  日祝、3月は休まず営業　http://kubota-f.com
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内環状線㍿ 久保田不動産
日本賃貸管理協会会員・全国宅地建物取引業協会会員

福島県知事（7）第20508号

☆富久山町・八山田の物件をメインに管理しています

休営

★印の物件は当社で直接ご契約頂くと仲介手数料O円です。
●防犯上、鍵は入替前にボックスごと新品に交換しています。
● 当社の管理アパートは全て入居される方が変わるごとに、
　ハウスクリーニングと室内完全消毒を行っています。

当社で直接ご契約の方には
ミニストップファストフード無料券と
おそうじスリッパをプレゼント！

富久山町久保田
1LDK（洋6、LDK12.26）★

追焚・ガスファンヒーター付・2F

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・ガスファンヒー
ター・BS・モニター付インターホン

50,000円
家賃
月額 ベランダ広め

八山田6丁目
2DK（和6、洋6、DK5.5）★

追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・BS

45,000円
家賃
月額 2階角部屋

富久山町久保田
　3LDK（洋10・6・5.5、LDK17.5）★
人気のメゾネット

●共益費／なし　  ●駐車料／2台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・IHクッキングヒーター・
モニター付インターホン・P2台付・BS

93,000円
家賃
月額

スーパー隣
で便利

今なら礼金サービス＆仲介手数料ナシ！
お家賃、ご相談ください。 ホームページはこちら

八山田西4丁目
1K（洋8、K3.5）★

追焚・ガスコンロ付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・ガスコンロ・モニター
付インターホン・トランクルーム・BS

51,000円
家賃
月額 2階角部屋

八山田3丁目
1LDK（和6、LDK17.5）★

LDK広々17.5帖・アクセントクロス

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・トランクルーム・BS・カードキー

53,000円
家賃
月額

角部屋
追焚付

八山田3丁目
　   2LDK（和7、洋6.5、LDK11.6）★
アクセントクロス・追焚付

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・トランクルーム・BS

55,000円
家賃
月額 角部屋

八山田3丁目
2DK（洋6×2、DK5.5）★

 　　ペット可・アクセントクロス

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
●  追焚給湯 ･シャワー・エアコン・洗浄便座・
モニター付インターホン・BS・カードキー・
2F角部屋

55,000円
家賃
月額 洋室のみ

ペット可

富田東5丁目
        2LDK（洋5.5、洋5.6、LDK7.8）★

ペット飼育専用物件

●共益費／なし　  ●駐車料／1台分付無料
●敷　金／2カ月　●礼　金／2カ月分サービス
●仲介料／なし　  ●即日入居可
● 追焚給湯 ･シャワー・エアコン・シャンプー
ドレッサー・洗浄便座・モニター付インター
ホン・システムキッチン・BS

65,000円
家賃
月額 公園近く

ペット可
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

笹の川 福島一辛口「い
ち 」（720ml） 1本

笹の川 福島一辛口「いち」は、復
興庁「ハンズオン支援事業」でデザ
イン化。福島県内で一番辛口の日本
酒。ロック推奨、燗ツケ厳禁。キレ
がある大辛口の味わいが評判。
提供／笹の川酒造

1

ELT 024-945-0261

＜1名＞

ノザキのコンビーフ
（80g×6個セット）

開けやすいシール蓋を採用し、優れ
たバリア性も備えたパッケージのリ
ニューアルを記念して「ノザキのコ
ンビーフ」（80g×6個セット）を5
名に。非常用備蓄食品にも最適。
提供／川商フーズ 食品流通部 常温食品グループ

2

ELT 03-5203-1009

＜5名＞

3,000円分の飲食券

郡山市大町第一増子ビル4階「旬膳 
くしぜん」は、郡山産うねめ牛や鯉
料理などが味わえる。さらに、酒の
品揃えが2,000種類以上と豊富。※
クーポン券との併用はできません
提供／旬膳　くしぜん

3

ELT 024-935-5007

＜2名＞

欧風バルde PETIT GREEN 「金券
1,000円」※ディナータイムのみ利用可

欧州三ツ星レストラン出身シェフに
よる、カジュアルイタリアンとフレ
ンチの店「PETIT GREEN」。ワイン
も市内屈指の品揃え。月曜から木曜
の平日夜のみ利用可。要予約。
提供／欧風バルde PETITGREEN（プチグリーン）

4

ELT 024-934-8899

＜ペア3組＞

カーコーティング「アー
クバリア21」1万円優待

ガラス100％のカーコーティング
「アークバリア21」は10年保証。洗
車機を使って拭き取るだけで、車は
ピカピカに。通常価格より1万円優
待。
提供／タキタ自工

5

ELT 024-958-2316

＜3名＞
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

金曜土曜は23時まで。
歓迎会のシメにも♪
金曜と土曜のラストオーダーが23時の「あ
さくさらーメン駅前店」。宴会シーズンは、
チャーシュー、メンマ、わかめ、コーン、のり、
薬味、バター以外をフルトッピングした「ス
ペシャルラーメン」が人気。「みそスペシャ
ル」の他、塩味、醤油味あり。今夜のシ
メは、スペシャルな一杯で。 ▲特別な一杯「みそスペシャル」（1,000円税別）

あさくさらーメン駅前店
ELT 024-922-2908

【住所】郡山市駅前2-3-3
【営業】 11：30～LO15：30、17：00～LO20：30、 

金土 LO23：00
【休】水　【P】提携駐車場有（48台）
【URL】http://www.kknet.com/asakusa.ra-men/

春の宴会、法事、
歓送迎会予約受付中
富久山町にある「玉藻」では、四季の味（税
別2,600円）、うなぎ、そば、各種定食な
どが味わえる。大小個室もあり、各種宴会
や歓送迎会、法事にも利用できる。「会席
コース」は、3,000円（税別）から予約
受付中。さらに、10名以上の宴会予約は、
送迎バスがサービス。キャッシュレスOK。 ▲四季の味　2,600円（税別）

和風レストラン玉藻
ELT 024-925-5455

【住所】郡山市富久山町八山田経堂65-1
【営業】 11：00～15：00　17：00～LO20：45 

土日祝11：00～LO20：45
【休】水（祝日の場合は翌日）　【P】有（30台）
【URL】http://www.kknet.com/tamamo/

『激戦区 郡山らーめん』は、
好評発売中！
郡山は、全国有数のラーメン激戦区といわれている。
こおりやま情報グルメBOOK『激戦区 郡山らーめん』
は、郡山市を中心に54店を掲載。巻頭特集は、「激
戦区 郡山ラーメン」「こだわりの『麺』を知る」。巻
末にはクーポン券付。定価800円（税別）。主要書
店、コンビニ、アマゾンなどで発売中。

◀ラーメンファン必携『激戦区 郡山らーめん』

こおりやま情報編集室
ELT 024-922-3131

【住所】郡山市中町14-19 YSビル3F
【URL】http://www.koriyama.co.jp/

桜の花のほのかな香り、ミルク風味の桜あん。
「SAKURA MILK」期間限定で発売中
柏屋から、この春の評判の和菓子「SAKURA MILK（サ
クラミルク）」が期間限定で発売中。春のサクラにうっとり…。
思わず「ふふふっ」と微笑みたくなるような、桜の花のほの
かな香り。ミルク風味の桜あんを、くちどけの良い薄い皮で
ふんわり包んだ、ひとくちサイズのJapan Sweets。販売期
間は、4月下旬ごろまでを予定。9個入864円。お求めは、
開成柏屋をはじめ、最寄りの柏屋各店まで。また、柏屋オ
ンラインショップでも発売中。

▲「SAKURA　MILK」は、4月下旬までの期間限定で、柏屋各店で販売中。9個入864円

開成柏屋
ELT 024-922-5533

【住所】郡山市朝日1-13-5
【営業】9：00～19：00
【休】無　【P】有（43台）
【URL】https://www.usukawa.co.jp/

▲ ミルク風味の桜あんを、くちどけの良い薄
い皮でふんわり包んだ、ひとくちサイズの
スイーツ
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

出会いと別れの季節「春」。そんな季節には、
おいしいグルメが粋に演出。

歓送迎会、食事会、お花見などにも
おすすめな春のグルメ情報。

 春グルメ
 ～歓送迎会・パーティー・食事会～

酒
し ゅ ら く さ い さ い

楽菜彩　天くう 

ベテラン板長が、美しい盛り付けと最高の調理で
提供する和食と、目の前で揚げる天ぷらを楽しめ
る。歓送迎会プランは、ひと品ひと品丹念に調理さ
れた季節を彩る「会席コース」と自慢の天ぷらを主
体とした「天くうコース」、料理のみプランもあり。

℡024-973-5558
 郡山市大町1-4-3ワタナベビル1階
 11：30～LO13：30　17：00～LO22：00
 日（祝日の場合翌日）　  無　http://www.foodsworks.co.jp/

⬆写真は「料理長おすすめ会席コース・飲み物別」7,000円（税別）

●歓送迎会プラン
　・会席コース　　飲み放題込　6,000円（税込）
　（季節を彩る味わいの会席料理コース）
　・天くうコース　飲み放題込　5,000円（税込）
　（店自慢の天ぷら料理主体のコース）
　・料理長おすすめ会席コース・飲み物別　5,000円（税別）
　・料理長おすすめ会席コース・飲み物別　7,000円（税別）
<昼会食・接待に最適>　天くう膳　2,700円（税別）

純和風な雰囲気の店内。宴会
に最適な個室、半個室席あり

おすすめメニュー
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厳選した地酒や銘酒
季節彩る味わいに舌鼓

居酒屋　花月

創業時から愛される炒め物系おつまみ。「野菜
炒め」430円税別、「モツみそ炒め」500円税別、
「ピリ辛もやし炒め」380円税別、「豚キムチ炒め」
500円税別。ボリュームたっぷりだから、グルー
プでシェアしても、1人でもお酒が進む定番品。

℡024-932-9060
 郡山市駅前2-8-20
 月・水・木17：00～翌1：00　火17：00～24：00　金土17：00～翌4：00
 日　  無

⬆「野菜炒め」430円税別、「モツみそ炒め」500円税別、「ピリ辛もやし」380円税別、「豚キムチ炒め」500円税別

●歓送迎会コース4,000円（税別） 
　刺身盛り合わせ他、全6品+2時間飲み放題付き
●歓送迎会コース5,000円（税別）
　刺身盛り合わせ他、全6品+2時間飲み放題付き
※+1,000円（税別）でオリジナルカクテルも飲み放題

金・土曜は翌4時まで営業中
おすすめメニュー
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創業時から愛される
ロングセラーおつまみ 

炉端　ばんざい

新鮮魚介の刺身やフライに焼魚、小粋な酒肴の
数々が揃う「炉端ばんざい」。旬の食材を、カウン
ター越しに焼き上げる「炉端焼き」をはじめ、新鮮
野菜に肉の旨味が乗った「野菜巻き串」にも定評
あり。福島県の上質な地酒との相性も格別。

℡024-983-9755
 郡山市大町1-2-14初瀬ビル1F
 17：30～24：00　金土祝前日17：30～25：00 ※LOは30分前
 無　  無

⬆毎日手作りで串打ちする定番野菜串から創作アレンジ串焼きまで揃う

●歓送迎会プラン
　料理+120分飲み放題付き　4,000円
　料理+120分飲み放題付き　4,500円
　料理+120分飲み放題付き　5,000円

●野菜巻き串（焼き・蒸し）各種280円（税別）～

個室も完備。宴会、接待にも最
適。最大宴会は50名まで対応

おすすめメニュー
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懐かしいのに新しい
新感覚の炉端焼き店
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。

(6)2020年3月25日

大ぶりの自家製「肉ワンタン」たっぷり！
醤油味と塩味の「ワンタン麺」（900円）新登場

「一二三食堂」史上最大ボリューム！
「満腹チキンカツ丼」好評発売中

背脂量選べるラーメンと味自慢炒飯が好評！
安積町「けんけん」の人気ランチセット

ラーメンとライスの相性はやっぱり格別。
石川町「餐」半ライス活用で満足度アップ！

自家製麺の人気ラーメン店「角田製麺」が
須賀川川東店を3月29日（日）オープン！

高級中華の味わいを手頃な価格
帯で提供する「岱山亭」に、新
たな中華麺メニュー「ワンタン麺」
が登場。豚肉、ネギ、タケノコで
練り上げた肉だねをたっぷり包んだ
自家製肉ワンタンは、つるんとした
食感と肉肉しさにあふれる肉汁の
ジューシー感、食べ応えある大ぶ
りサイズが魅力。肉ワンタンの旨
味引き立たせるスープは、まろやか
な醤油味とミネラル分豊富な瀬戸
内産「備前海塩」を用いた塩味

の2種類を用意。価格はいずれも900円。定休は水曜。

味の良さと親しみで60年来ののれ
んを守る本宮の「一二三食堂」
では、同店史上最大ボリュームと
なる「満腹チキンカツ丼」（950円）
が新登場。甘くて奥深い特製ソー
スを絡めた、サクサク衣のさっぱり
ヘルシーチキンカツ3枚が、どどー
んとご飯に鎮座。この他、満腹チ
キンカツ2枚に半ラーメンが付いた
「満腹チキンカツセット」（1050円）
や数量限定の本格手打ちそばに、
ミニチキンソースカツ丼またはミニ

焼肉丼が選べる「手打ちそばセット」（980円）もあり。

カジュアルな雰囲気で、女性1人
でも気軽に利用できるラーメン店、
安積町「けんけん」。15時まで提
供の人気ランチセットは、4種類の
ラーメンと組み合わせる「炒飯セッ
ト」、「ギョーザセット」を用意。写
真は、あっさりした甘口が特徴的な
「醤油らぁめん（背脂無し）」と、
シンプルながらオリジナルタレが香
ばしい、県産コシヒカリ使用、味
自慢炒飯との「炒飯セット」900
円。なお、ラーメンの背脂は多め・

少なめ・無しから選べる。

石川町「手打中華 餐」では、サ
イドメニューに「半ライス」（100円・
大盛り+100円）、「のり」（100円）、
「煮卵」（130円）が登場以来、
半ライス活用術を普及中。煮卵は、
ライスに乗せて半熟卵をくずし、卓
上調味料で味変も。のりは、スー
プに浸してライスを巻いて。半ライ
スそのものをスープに投入など、半
ライスの活用で満足度アップと好
評だ。写真は、「胡麻味中華」
（800円）と半ライス、煮卵、のり。

定休は水曜（火曜日月1回不定休あり）。

製麺所をルーツに持つ自家製麺の
店「角田製麺」では、平成26年
創業の玉川村店に次いで、3月29
日（日）須賀川市川東に2号店を
オープン。北海道十勝産小麦「ゆ
めちから」を用いた自家製麺と、会
津地鶏の丸鶏とゲンコツ、香味野
菜などからじっくり炊き上げた旨味豊
かなスープが持ち味で、カウンター
10席、テーブル4席、駐車場16
台を用意。営業は11時～14時30
分LO、定休は月曜。なお、川東

店オープンにつき、3月29日（日）・30日（月）・31日（火）は、玉川店は臨時休業になる。

 中国料理　呂望　岱山亭
 024-961-5518

 一二三食堂　　 0243-33-2373
 http://www.123-s.com/

 らぁめんKitchen けんけん
 024-954-4489

 手打中華　餐(さん)　　 0247-26-0511
 http://www.san-ra-men.com/

 角田製麺 川東店
 0248-94-7370
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レンゲ一杯程度のシメのおい飯付き。
夜限定「元祖台湾ラーメンの台湾まぜそば」

桜えびが香ばしい。たっぷり野菜でヘルシー！
春限定ラーメン「桜えびしお」発売中

さわやかな季節に最適な、旬のお菓子
「郡山名物・大黒屋の梅どら」

ほろりとした苦みは、春の香り。
春を楽しむ酒の肴「ふきのとうの豚巻きフライ」

郡山駅前「プチグリーン」2時間飲放付き全6品
春のオススメパーティーコース4000円→3800円

RADIO BAR24周年記念。
「10％OFFチケット」進呈

名古屋名物「台湾ラーメン」の
元祖「味仙」の味を受け継ぐ安
積町「味世」では、「味仙」直
伝による「元祖台湾ラーメンの台
湾まぜそば」を夜限定870円で好
評発売中。レンゲ一杯程度のシメ
のおい飯も付いており、モチモチ
の特製太麺をしっかり混ぜて具材・
タレと絡め、麺が食べ終わったら、
残ったタレでシメのおい飯を味わお
う。現在のところ17時からラスト
オーダー20時30分の夜限定提

供。定休は月曜（祝日の場合翌日）、第2火曜。

昭和54年創業、須賀川エリアに
おける味噌ラーメンブームのさきが
け的な店「一本松」では、春限
定ラーメン「桜えびしお」（900円）
を発売中。塩だれスープに、桜え
びをたっぷり散りばめ、桜えびの
持つ香ばしさ、風味もほんのりスー
プに移したオリジナルラーメンだ。
たっぷりの野菜、コーン、わかめな
どの具材もたっぷり入ったあっさり
ヘルシーな一杯。気温の変化にも
よるが、4月下旬頃までの提供を

予定。定休は火曜。

全国菓子大博覧会最高賞名誉総
裁賞受賞「大黒屋のくるみゆべし」
をはじめとする人気商品を揃える
「郡山銘菓庵大黒屋」（郡山市
中町14-8）。この季節おすすめは、
貴重な白加賀梅の甘露煮が入っ
た、ご褒美スイーツ系どら焼き「郡
山名物・大黒屋の梅どら」（1個
213円ほか）。特製梅あんが、さっ
ぱりとした梅味で、ふっくら焼き上
げられた皮に良く合う。また、「さく
ら生どら」も季節限定販売する。

うまい料理と酒に定評がある、駅前
「結-YUI-」に、春の訪れを告げ
る食材ふきのとうを用いた「ふきの
とうの豚巻きフライ」（780円）が
季節限定登場中。ふきのとう味噌
と山芋を豚肉で巻いて揚げた一品
で、香りとうま味、ほんのりした苦
みは、春を楽しむ酒のあてに最適。
甘みをともなう綺麗な旨味と「陣
屋」らしいすっきりとした後味が特
徴的な「陣屋特別純米 無濾過
生原酒」（一合840円）など、店

主おすすめ厳選地酒と堪能したい。

70年代の雰囲気と広々空間が人
気の「RADIO BAR」(郡山市
駅前2-6-4)では、オープン24周
年を記念して4月12日（日）から4月
19日（日）までの1週間、飲食利用
の方に、次回利用時に使える
「10％OFFチケット」を進呈する。
ボリューム満点のフードメニューや
豊富なカクテル、ゆったりくつろげ
るソファー席も人気の同店、詳しく
は問い合わせを。また広い店内は、
結婚式2次会をはじめ、4名から

55名までの各種パーティーも随時受け付け中。

 元祖名古屋台湾ラーメン 味世 郡山本店
 024-937-0077

 ラーメン 一本松
 0248-75-5591

 郡山銘菓庵 大黒屋　　 024-932-3517
 http://www.koriyama-daikokuya.com/

 おむすび・料理・お酒　結-YUI-
 024-924-0330

 RADIO BAR
 024-922-7719

郡山駅前「プチグリーン」では、春のオススメパー
ティープランが新登場。シーザーサラダ、ピザ
マルゲリータ、本日のパスタ（ペペロンチーノな
ど）、本日のオードブル、小海老のアヒージョに、
主菜となるアンガス牛ロースステーキor豚ロース
チーズ焼きorチキン香草焼きから一品選べて、
全6品3,800円。カクテル、焼酎、酎ハイ・
サワー、ワイン、ウイスキー、日本酒（地酒）、
ソフトドリンクも2時間飲み放題（飲み放題内
容の詳細は問い合わせを）。3名から受付。

 欧風バル de PETIT GREEN
 024-934-8899
 http://www.green-co.jp
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郡山酒造協同組合では「新酒持寄会」を開催！
今春出荷される「郡山の新酒」に期待しよう

郡山市の奥座敷、磐悌熱海温泉「きらくや」は、
お値打ち価格で、温泉好きな出張客にもおすすめ

「ほけんの110番 ヨークタウン郡山金屋店」では、
4月19日「健康ストレッチ！」予約受付中！

郡山吹奏楽団スプリングコンサート2020 with 宮川彬良
4月19日（日）郡山市民文化センター大ホール

「郡山市 市民課」では3月26日（木）から
4月5日（日）まで臨時窓口を開設 毎週日曜日午後4時25時～5時25分

日曜の夕方をハッピーに！『ゴジてれ×Sun！』

郡山酒造協同組合では、3月3日
に「令和1酒造年度新酒持寄会」
を開催。組合加盟各社が醸造し
た新酒を持ち寄り賞味した。出品
蔵元は、若関酒造、笹の川酒造、
佐藤酒造、佐藤酒造店、仁井田
本家、渡辺酒造本店、玄葉本店。
「福島県ハイテクプラザ」の鈴木
賢二科長が、これからの出品につ
いて指導を行った。昨年産の米
が固く、酒造りが難しい状況だっ
たが、各蔵元は技術力でカバー。

郡山の新酒に期待しよう。

 郡山酒造協同組合　　 024-953-5866
 http://www.sake-koriyama.com/

郡山市磐悌熱海温泉の旅館「紅
葉館 きらくや」では、地元のぬる
ゆと市営温泉の2種類の温泉があ
り好評。特にぬるゆは、湯治にも
効果的といわれている。1泊朝食
付きで、平日のシングル洋室は
6,000円（税別）。和室を4名で
利用した場合の1人の平日料金は
5,000円（税別）とリーズナブル
な価格で宿泊ができる。この季節、
夕食に「さくらセット」（1,000円
税別）が、春メニューとして味わえ

る。詳しくは問合せを。

 紅葉館　きらくや　　 024-984-2130
 https://kirakuya.jp/

「ほけんの110番 ヨークタウン郡
山金屋店」では、4月19日（日）
11時から16時まで「健康ストレッ
チ！」を開催。講師は、体幹トレー
ナーの橋本みなみ先生。１回20
分程度で、健康的なストレッチを
体感できる。肩こりや不眠症など
に悩んでいる人は、この機会に気
軽に参加してみよう。参加費は無
料、当日受付でも可。なお、予
約優先に付き、申し込みはお早め
に。電話、インターネット、来店

にて予約を受付中。

 ほけんの110番　ヨークタウン郡山金屋店　　 024-953-8321
 https://www.e-hoken110.com/

郡山市では、引越などに伴い住
所異動が特に多くなる3月下旬か
ら、市民課の臨時窓口を開設。
期 間は3月26日(木)から4月5日
(日)。平日は19時まで夜間延長
となり、土日曜は8時30分から17
時15分。受付場所は、郡山市
役所西庁舎1階市民課。住民異
動届、住民票関係証明書、印鑑
登録などを受付。臨時窓口では、
マイナンバーカード・住基カードを
利用した転入届など受付できない

場合もあるので、不明な点は事前に問合せを。

 郡山市 市民課　　 024-924-2131
 https://www.city.koriyama.lg.jp

日曜日の夕方を明るく彩り、明日
への活力を届ける情報バラエ
ティー番組「ゴジてれ×Ｓｕｎ！」。
番組MCは、母心の関あつしと、
小野紗由利アナ。予定調和は一
切無し！レギュラーサポーターの母
心オカンも番組を盛り上げる。福
島県内の役立つ情報や、楽しい
話題を発信。様々なジャンルの特
集の他、随時スタートしていく新企
画で日曜日の夕方に“ハッピー”を
届ける。放送は、日曜午後4時

25分から5時25分。

 福島中央テレビ　　 024-923-3300
 http://www.fct.co.jp/

“音楽都市こおりやま”市民音楽祭主催行事
「郡山吹奏楽団スプリングコンサート2020 
with 宮川彬良」が、 4月19日（日）郡山市民
文化センター大ホールを会場に開催される。開
場は13時30分、開演は14時。 入場料は、
一般1,000円、中高生500円、小学生以下
無料、全席自由。チケットの取り扱いは、郡
山市民文化センター、ノア楽器、十字屋、ヤ
マハミュージックリテイリング郡山店、うすい百
貨店5階プレイガイド。

 郡山吹奏楽団事務局
 090-3984-7747
 http://www.gunsui.com/
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

COUNTRY YARD　※GUEST
／Age Factory

日 4月10日（金）19：00～
会 PEAK ACTION
料 オールスタンディング3,500円(整理番号付)1ドリンク別※未就学児入場不可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+）※1人4枚まで
Lコード：22640
Pコード：178-141

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

GARNiDELiA 日 4月12日（日）17：00～
会 Hip Shot Japan
料 立見6,800円1ドリンク別※未就学児童入場不可※整理番号順入場※車いすで来場の
方はチケット購入時に問い合わせを。

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：21753
Pコード：169-968

問 GIP
℡ 0570-01-9999

岡村靖幸 日 4月18日（土）18：00～
会 けんしん郡山文化センター 中ホール
料 全席指定8,700円※未就学児童入場不可（全入場者チケット必要）

チ 発売中
Lコード：21935
Pコード：169-582

問 ニュース・プロモーション
℡ 022-266-7555

Gacharic Spin 日 4月18日（土）17：00～
会 Hip Shot Japan
料 オールスタンディング4,400円/U20割チケット2,000円1ドリンク別※整理番号入場 
※U20割チケットは、当日身分証明書の提示が必要。(20才以下/20才含む)

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：21699
Pコード：175-765

問 GIP
℡ 0570-01-9999

健康ストレッチ！ 日 4月19日(日)11：00～16：00
会 ほけんの110番　ヨークタウン郡山金屋店
料 参加無料
　 講師は、体幹トレーナーの橋本みなみ先生。１回20分程度で、健康的なストレッチ
を指導してもらえる。予約優先に付き、申し込みは、電話、ネット、来店で受付中。
当日受付も可。

問 ほけんの110番　ヨークタウ
ン郡山金屋店

℡ 024-953-8321

郡山吹奏楽団　スプリングコン
サート 2020 with 宮川彬良

日 4月19日（日）14：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席自由一般1,000円、中・高校生500円 ※小学生以下無料
　 ■プログラム 1部　客演指揮　佐藤守廣　喜歌劇「こうもり」序曲、歌劇「カヴァ
レリア・ルスティカーナ」より2部　客演指揮・作編曲　宮川彬良　　　ゲスト打
楽器奏者　小西史紘　マツケンサンバⅡ、シンフォニック・マンボNO.5、僕らのイ
ンベンション(2020年度　全日本吹奏楽コンクール課題曲)、開眼序曲郡山吹奏楽団
ホームページ 　http://www.gunsui.com/

チ 発売中
問 郡山吹奏楽団事務局
℡ 090-3984-7747

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

ポルカドットスティングレイ 日 4月19日（日）18：00～
会 Hip Shot Japan
料 オールスタンディング3,800円／当日券4,300円1ドリンク別※整理番号付き※チケッ
トは1人2枚まで※未就学児童は入場不可、小学生以上はチケットが必要。※転売チ
ケット入場不可

チ 4月4日発売（土）（ぴあ、ロー
チケ、e+、LINE TICKET）
Lコード：22290
Pコード：172-706

問 GIP
℡ 0570-01-9999

reGretGirl　※GUESTあり 日 4月19日（日）17：30～
会 CLUB#9
料 オールスタンディング3,300円1ドリンク別

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：21450
Pコード：180-121

問 GIP
℡ 0570-01-9999

第492回朝茶会 日 5月1日(金)6：00～8：00
会 柏屋本店2階　アトリエ善Zen
料 無料
　 朝6時から8時まで「朝茶会」を開催。「おはよう」「行ってきます」の元気な挨拶が
参加の資格。できたての柏屋薄皮饅頭と季節の菓子が味わえる。

問 柏屋本店
℡ 024-932-5580

美波 日 5月1日（金）19：00～
会 CLUB＃9
料 オールスタンディング4,300円1ドリンク別※5歳以上からチケットが必要。※1人2枚
まで

チ 発売中
問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

NakamuraEmi 日 5月2日（土）18：00～
会 Hip Shot Japan
料 全自由(整理番号付)4,500円1ドリンク別※未就学児童入場可能※ 小学生以上は、チ
ケット必要

チ 発売中
問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

かりゆし58 日 5月3日（祝）17：00～
会 Hip Shot Japan
料 オールスタンディング4,200円1ドリンク別※整理番号順※6才以上チケット必要

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：22604
Pコード：175-266

問 GIP
℡ 0570-01-9999

heidi. 日 5月9日（土）17：30～
会 CLUB#9
料 スタンディング4,500円1ドリンク別

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：22040
Pコード：175-952

問 GIP
℡ 0570-01-9999

ドラマストア 日 5月9日（土）17：30～
会 PEAK ACTION
料 オールスタンディング3,500円1ドリンク別

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：22647
Pコード：178-349

問 GIP
℡ 0570-01-9999

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

ベリーグッドマン 日 5月15日（金）19：00～
会 Hip Shot Japan
料 スタンディング(整理番号付)4,500円1ドリンク別※3歳以上チケット必要※枚数制限
2枚まで※未就学児童入場可能※小学生以上は、チケット必要

チ 3月28日（土）発売
Lコード：22573
Pコード：175-826

問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

東京ゲゲゲイ 日 5月22日（金）18：30～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定7,500円※大人1名につき3歳未満1名まで膝上無料／座席が必要な場合はチ
ケット必要

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+）
Lコード：22306
Pコード：172-896

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

コロッケ 日 5月23日（土）①14：30～、②18：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定6,000円※3歳以下は1名まで膝上無料（座席必要時は チケット必要）/4歳
以上チケット必要

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、う
すい、文化セ、ノースロード
オンラインチケット）※一人
6枚まで
Lコード：22414
Pコード：170-661

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

SILENT SIREN 日 5月24日（日）16：00～
会 Hip Shot Japan
料 スタンディング6,000円／学生5,000円1ドリンク別※3歳以上有料※学割チケットの
対象は18歳以下(※2021年3月31日の時点で18歳以下の方)。※入場時に学生証また
は身分証明証の提示が必要な場合あり。係員が提示を求めた際に証明書が無い場合
は、通常料金との差額の支払いを要する。

チ 4月11日（土）発売（ぴあ、ロー
チケ、e+、LINE TICKET）
Lコード：21921
Pコード：179-277

問 GIP
℡ 0570-01-9999

アマデウス室内管弦楽団　第
33回定期演奏会

日 5月24日(日)14：00～
会 けんしん郡山文化センター　中ホール
料 1,000円　大学生以下500円（全席自由）
　 指揮／本多優之　演奏曲目／モーツァルト：歌劇「フィガロの結婚」（木管八重奏　
抜粋版）、モーツァルト：交響曲第14番、ベートーヴェン：バレエ音楽「プロメテ
ウスの創造物」（抜粋）

チ 4月発売予定（文化セ・ノア）
問 アマデウス室内管弦楽団
℡ 024-952-3394（本橋）

音速ライン　※GUEST／OAU 日 5月28日（木）18：30～
会 Hip Shot Japan
料 オールスタンディング3,900円（整理番号付）1ドリンク別※未就学児入場不可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+）※1人4枚まで
Lコード：22692
Pコード：178-939

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

細坪基佳 日 5月31日（日）14：30～
会 郡山市勤労青少年ホーム 多目的ホール
料 全席指定5,500円※未就学児入場不可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、文化セ、ノースロードオ
ンラインチケット）
Lコード：22495
Pコード：173-098

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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名称 日時・会場・料金 チケット・問合わせ

第494回朝茶会 日 6月1日(月)6：00～8：00
会 柏屋本店2階　アトリエ善Zen
料 無料
　 朝6時から8時まで「朝茶会」を開催。「おはよう」「行ってきます」の元気な挨拶が
参加の資格。できたての柏屋薄皮饅頭と季節の菓子が味わえる。

問 柏屋本店
℡ 024-932-5580

財津和夫・姫野達也 日 6月6日（土）17：30～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定7,000円※未就学児入場不可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、う
すい、文化セ、ノースロード
オンラインチケット）
Lコード：22603
Pコード：174-647

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

つばきファクトリー 日 6月6日（土）①14：30～、②18：00～
会 Hip Shot Japan
料 全自由(整理番号付)6,000円1ドリンク別※6歳以上チケット必要。6歳未満入場不可
※ライブ＋お見送り会付き(握手会ではありませせん。）公演になります。※ファミ
リー席の設定無し。*女性専用エリアあり※ライブハウスの構造上、車椅子や体の不
自由な方を案内できる場所は、ステージの見えにくい、または一部見えない場所が
ございます。予めご了承下さい。※アルコール類の持込、及び飲酒しての入場は固
くお断り致します。※極端に長い・輝度の強い・扇形や円形のサイリウムや誘導灯等、
笛や口笛等の大きな音が鳴るもの、脚立やそれに類するものは演出の妨げとなるば
かりでなく、まわりのお客様の視界の妨げとなりますので持込・ご使用は固くお断
り致します。※ジャンプ行為は固くお断り致します。※出演者は一部変更となる場
合がございます。予めご了承ください。

チ 3月28日（土）発売（ローチケ、
ぴあ、ｅ＋）
Lコード：21670
Pコード：176-400

問 キョードー東北
℡ 022-217-7788

米倉利紀 日 6月6日（土）17：00～
会 CLUB#9
料 全自由7,150円1ドリンク別※未就学児童入場不可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+）
Lコード：22740
Pコード：179-984

問 GIP
℡ 0570-01-9999

C&K 日 6月7日（日）18：00～
会 けんしん郡山文化センター 大ホール
料 全席指定6,800円※4歳以上チケット必要/3歳以下でも席が必要な 場合はチケット必
要

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）※1人4枚
まで
Lコード：22583
Pコード：174-308

問 ノースロードミュージック
℡ 022-256-1000

EGG BRAIN 日 6月9日（火）19：00～
会 PEAK ACTION
料 前売3,000円/小中高校生(半熟割)1,000円1ドリンク別※未就学児入場不可※半熟割
チケットは入場時にチケットと学生証、もしくは小学生、中学生、高校生であると
言う証明が出来るものを必ず持参。

チ 4月18日（土）発売（ぴあ、ロー
チケ、e+、LINE TICKET）
Lコード：22543
Pコード：173-780

問 GIP
℡ 0570-01-9999

カノエラナ 日 6月21日（日）16：30～
会 PEAK ACTION
料 全自由3,500円1ドリンク別※未就学児入場不可、12才以下は保護者同伴の上、チケッ
ト購入の上入場可

チ 発売中（ぴあ、ローチケ、
e+、LINE TICKET）
Lコード：22663
Pコード：177-986

問 GIP
℡ 0570-01-9999

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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着にも出会え、一期一会を感じた時間でした～。
 （きみたん）

一期一会、ステキですね♪また郡山に遊び
に来てくださいね。

ク ルーズ船旅行、旅してみようと思った矢先
のコロナウイルス。温泉旅行も行けず。時

間をムダに感じないよう生活したい。 （さち）

我慢、我慢ですね。今の時期は綿密に計画
を練って、終息したら思いっきり楽しみま

しょう！！

６月に５人目の孫が産まれる予定です。ます
ます、賑やかになってうれしいです。

（みや）

おめでとうございます！お孫さんの誕生、
待ち遠しいですですね！

こ れを書いている時は、日本のコロナウイル
スの死者８人だけど、掲載される時はもっ

と増えてると思う。コロナウイルスにどうか今年
はかからないよう、読者の方も生き抜いてくださ
い。 （コロナウイルスキライキライ）

うがい、手洗いの徹底。人が密集した所へ
行かない。感染予防頑張りましょう！

と あるコンサート楽しみにしている。ただ開
催されるのかな？発行のころには済んでい

るので、願うばかりです。 （ぴよはる）

微妙な時期ですからね。コンサートは開催
されましたでしょうか？

教えてください

母 が美容院のシャンプーで上向きの姿勢が辛
くなり、床屋さんのように下向きでOKのお

店が知りたいです。 （お姉ちゃん）

ワ ンコインの店、定食店を教えてください。
（昭和のヒーロー）

低 体温で困っています。体温上げ上げで免疫
力をアップさせる食べ物を教えてください。

（ユウユウ）

教えます

３月号のはっぴっぴさんへ。私は小学４年の
時に持ちました。ゲーム機を持たなくても

友達と盛り上がれる物があります。おすすめは、
ナンジャモンジャというカードゲームです。

（べじりんく）

ユ ニフィルムさんへいちご大福情報。郡山市
咲田の丹波家さんのいちご大福、昔から変

わらずおいしいです。 （きらりん）

３月号のユニフィルムさんへ。咲田にある丹
波屋さんの「いちご大福」。私は大好きです！

（175）

３月号のかずさんへ。旧国道沿い本町の「珈
琲屋はまな」、４号バイパスと安高通り交差

点にある「珈琲ギャラリー」、安積中学校向かい
の「グリーンカフェ珈琲豆焙煎工房」がおすすめ
です。 （ぺろ）

教 えてくださいのさち様へ。老人ホームには
様々な種類があります。郡山市の高齢者あ

んしんセンターへご訪問またはお電話ください。
優しく教えてくださります。 （mii）

３月号の初かつおさんへ。開成山公園は子供
と遊べるのでいいですよ！！ （猫娘）

資格取得おめでとうございます！尽きない
向上心ステキです。ダメ鳥にも見習ってほ

しいです。

今 年で東日本大震災から10年目ですね。あの
記憶は忘れたくても忘れられません。亡く

なられた方に手を合わせたいと思います。合掌。
（ハム太郎）

震災で亡くなられた方のご冥福をお祈りい
たします。

コ ロナウイルスが世間を騒がせてます。マス
クがどの店も売り切れで、本当に地方まで

テレビの放送通りになってます。みなさん、心も
健康にして乗り切りましょう。 （ポコ）

どこの売り場を見ても在庫なし！！本当に
びっくりです（泣）

都 内某遊園地の閉園、欅坂46の平手さん脱退、
元Hey!Say! JUMPメンバー芸能界引退、中

居さん事務所退所…皆大好きです。さみしいけど
毎日楽しく過ごしたい。 （べじりんく）

さみしいですけど、それぞれの今後の活躍
を応援しましょう！

会 社で、毎朝体温を測って出社するように指
示がでました。早く終息してほしいです。

（YB）

遂に身近なところでもウイルス感染対策。
早く解放されたいですね。

新 型コロナウイルス、不気味で心配。マスク
無しで咳エチケットも守らない人を見ると

ゾッとしています。 （たんたん）

最低限、咳エチケットはしてほしいですね！
少しでも早く、本当にマスクが必要な人が

手に入るようになってほしいです！！

試 写会に当たり「Fukushima50」を観てきま
した。震災の時の原発がよく分かって涙し

ました。県民は観るべきだと思います。
（サンサン）

あの時、現場ではどのようなことが起きて
いたのか、とても気になります。

イ ベント中止や県内小中高校の休校にまで
なっているコロナウイルス影響。いつおさ

まるかなぁ。私の推しているせせらぎ小町のフェ
スタでのライブもしばらく休みらしい！！（>_＜）
( ；∀；)（ToT）エーン。 （猫娘）

コロナウイルスの影響は甚大です（泣）少
しでも早くライブ楽しみたいですね。

読 みたくて購入した本がだいぶ溜まってしま
いました。書店でどれにしようか…と悩み

ながら選んだのにね。頑張って読むぞー！
（とらじろう）

あるある（笑）ついつい溜まっちゃいます
よね～♪僕も本を消化しないと！

どうせ漫画でしょ？

違うよ～写真集だよ～（汗）

何の？

…。

復 興割で郡山に旅行に来て、送迎のバスの時
間まで郡山を街ブラしました。今年卒業を

迎える娘と一緒でしたので袴に似合う巾着を見に
駅前の呉服屋さんに立ち寄り、とっても気さくな
店主との楽しい会話ができました。気に入った巾

ひとりもの申す

今 年も５月に健康診断が…今のままの数字で
記録に残したくないっ！！約３カ月あるの

で目標は６kg減です！！しばらく先になります
が後日報告します。 （WM）

３カ月後に報告ありとのことで、気合はバッ
チリですね！頑張ってください！

ご卒業おめでとうございます！今度は充実
した中学生活を楽しみましょう♪

新 型コロナ、世界中に悪影響を与えてますね。
分布を考えると暖かい地域でも患者がいる

ようなので、いつ終息するか不明だと思ってます。
今まで類を見ない程とも言ってましたし…。

（トモ）

ワクチンができていないのも不安ですね。
はやく終息して～っ！

今 年は暖冬で雪が少ないけれど、いつスタッ
ドレスタイヤから夏タイヤに変更しようか

思案中。４月にまさかの大雪とかあるかも…と考
えてしまいます。 （モリモリ）

過去４月に大雪が降ったこともありました
しね。換え時が難しいですね！！

職 場の話です。以前は女性は私１人でしたが、
増員で今は３人になりました。女３人は楽

しいコトばかりではなく…ご想像の通り、冷やや
かな空気が流れる時もあり…。年長の私が何とな
く調整役になっている現状です。仕事よりそっち
の方が疲れるかも。 （MW）

お疲れ様です！職場の人間関係は難しいそ
う…。もし、姫が３人いたらって考えると

…あわわわっ（白目）

なんでも３倍返しですね（微笑）

私 は日本酒アドバイザーと飲酒アドバイザー
の資格を得られた。次はメンタルヘルス・

マネージメントⅢ種を受けようと思う。
（山陰リスナー）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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父 母。子供の世話をしてくれたり、野菜を作っ
ては持ってきたりと、ありがたいです。

（H.M）

一 番の感謝はやっぱり母へ。いつもありがと
う。［娘］とは名ばかりの、できないことば

かりの私ですがほんの少しずつでも、喜んでもら
えるようなことができたらと思っています。ずっ
と元気で見ていてください。 （える）

こ おりやま情報３９周年おめでとうございま
す！いつも楽しい情報をありがとうござい

ます＼(^U^)／毎月ゲットするのが楽しみです～
これからもよろしくお願いしますね～。

（さおりん）

先 日、娘の誕生日にすみっコぐらしの(ふん
わりおうちパンケーキ)玩具を買いました。

すみっコぐらしのふわふわパンケーキが出来て
めっちゃ美味しかったです！！この玩具を選んで
くれて娘ありがとう!!サンキュー(39)!!

（アリバイパパ）

次回のテーマ
皆伝スペシャルテーマは、「ほっこりした出来事」
です。心が安らぐ、癒されるなど、ほっこりした
出来事を教えてください。楽しい投稿をお待ちし
てまーす。

赤ちゃん＆ペット写真募集！
我が家の赤ちゃんorペットが世界一かわいい！！
そんな自慢の赤ちゃんorペット写真を募集中。み
な伝投稿フォームでのみの募集となります。ホー
ムページかQRコードから投稿してね。郵送での
写真投稿はご遠慮願います。かわいい写真をお待
ちしております♪

こ おりやま情報のスタッフ～。毎月私のネタ
を載せてくださり、ありがとうございます。

これからも毎月送らせていただきます。
（山陰リスナー）

周 りの人。育児、仕事etc.何をするにしても、
周りからいろいろ助けてもらい感謝してま

す。 （はーちゃん）

子 供の頃、箸の持ち方を教えてくれた伯父さ
んとテーブルに肘をつかないと注意してく

れた伯母さんに感謝しています。 （175）

こ おりやま情報さんです。毎号楽しく拝見し
てます。これからも楽しみにしてます。あ

りがとう。 （ハム太郎）

３9周年おめでとうございます。ここ何年か
でこおりやま情報がいろんな所に置いてあ

り、うれしく思います。50年目指して頑張って
ください。毎月GETして読みます。 （ポコ）

９0歳になる母親です。今も一人で宮城県で
生活しています。病気もせずいます。孫が

生まれた時は、働きながら一生懸命面倒みてくれ
ました。いつまでも元気でいてほしいです。

（YB）

感 謝したいのは子供と孫、総計６人に。一人
でも欠けることなく健康に育ち中。学業成

績はいまいち、それなりの孫もいるけど五体満足
なのに、やっぱり「ありがとう」と言いたいです。

（たんたん）

父 へ。今年で結婚10年目ですね。私の父になっ
てから10年…とても幸せです。おっちょこ

ちょいな娘ですが、これからもよろしくお願いし
ます！ （mii）

こ おりやま情報39周年おめでとうございま
す。私が生まれた時にはあったんですね～。

本が出ていた時から見ています。これからも楽し
みにしています！！ （サンサン）

妻 へ。子供を育て、仕事をして、いつもあり
がとう。 （ひで）

保 育園や小学校の時の友人や先生、中学校の
時の部活の先生、友人に感謝です。ありが

とう！！また会いたいです。今度、保育園、小中
学校の同窓会やりたいな。 （猫娘）

４5年一緒にいてくれる主人へ。いつもあり
がとう。これからも宜しくお願いします。

（さち）

箱 推ししている天才集団！プロ意識が高く
て、ジェントルでサービス精神がステキな

んです。もちろんKJ様ありがとー！
（まるちゃん）

ラブメッセージ

そ ちらにいる時は色々、のり子お姉さんお世
話になりました。また、荒川の土手を一緒

に散歩なり大山商店街など巡ったりしたいです。
花粉症も頑張って乗り切ってくださいネ。

（みーちゃんの尾っぽ）

先 日、近くのスーパーにふくしまボンガーズ
のムッシュサイトーさんが来ていました。

おしゃべりをして写真も一緒に撮ってもらいまし
た。応援してますよ！頑張って！ （よしこ）

感謝したい人へのメッセージ

３月３日で結婚して丸35年。きまぐれでわが
ままな私にいつも優しい夫に心から感謝し

ています♡本当にありがとう！これからもよろし
くネ♡ （WM）

お 父さんへ。いつも宿題を教えてくれてあり
がとう！おならは、ほどほどにね（笑）（^_^）

（めがねっ子）

夫 へ。夫婦で３人の子供を大きくし、今まで
いろいろあったが何とか過ごせ、幸せです。

（みや）

い つも新鮮野菜をお裾分けしてくださる近所
の農家さん。いつもありがとうございます。

とても助かっています。 （エビ）

我 が子よ。無事に育ってくれてありがとう。
あちこち動き回ったりして危ないと思う時

もあるけど、子供の笑顔等を見ると癒されます。
（トモ）

「 父ちゃん」こと私の大事な旦那様へ。平日
は夜遅く、しかも休日返上でお仕事をして

くださり有り難うございます。 （モリモリ）

初 めて手術しました。健康のありがたさと沢
山の人からの心配など人の温かさも改めて

知りました。ありがたいー。 （ひろちゃん）

こ おりやま情報さま、39周年おめでとうござ
います。有料だった頃から大好きです。こ

れからも楽しみにしています。 （きらりん）

と ってもキュートなペットのうさぎ（名前／
モナカ）にアリガト！人じゃないけど家族

デス。 （白桃コンビ）

両 親いつも支えてくれてありがとう。ころ
ちゃん、ちびちゃん、祖父母も大好きです。

（お姉ちゃん）

※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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http://www.koriyama.net

パソコンや
タブレットからも
楽々物件探し♪

郡山住まい情報のホームページがリニューアル！

福島県知事免許（4）第2281号　（有）アースライフ
郡山市神明町7-5
℡024-925-6400
℻024-925-6401

【営業時間】9：00～18：00
（土日祝9：00～17：00）
【定休日】無

http://www.earth-life.jp　　e-life@viola.ocn.ne.jp

福島県知事免許(2)第3040号　オルセープラン(株)
郡山市虎丸町16-2
℡024-991-9101
℻024-991-9102

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

https://www.athome.co.jp/ahsd/orsayplan.html　orsay@snow.ocn.ne.jp

福島県知事免許(5)第2095号　（有）天野中央不動産
郡山市咲田1-2-1
℡024-938-8503
℻024-938-8519

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://ww5.et.tiki.ne.jp/̃amano/　　amano@mx5.et.tiki.ne.jp

福島県知事免許(11)第20259号　（有）開成土地建物
郡山市駅前1-15-5
℡024-933-0202
℻024-933-0776

【営業時間】9：00～18：00
（日祝10：00～17：00）
【定休日】祝日の月曜

http://kaiseitochi.es-ws.jp/　　kaisei-masateru@if-n.ne.jp

福島県知事免許（7）第20508号　(株)久保田不動産
郡山市八山田5-12
メインビル八山田
℡024-932-8787
℻024-939-7520

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝（2・3月は無休）

http://www.kubota-f.com/

福島県知事免許（9）第20345号　キシモトコーポレーション
郡山市富田東1-28
℡024-922-5560
℻024-924-1177

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】土日祝

arigato@moche.ocn.ne.jp

福島県知事免許（4）第2372号　（有）コナンリアルエステート
郡山市鶴見坦1-9-25
クレールアヴェニューC号
℡024-922-6500
℻024-922-5058

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】日祝（予約あれば営業）

http://www.konan-f.com　　info@konan-f.com

福島県知事免許（8）第20473号　（有）郡山企画開発
郡山市香久池2-6-1
第一マル宗ビル1F
℡024-932-8088
℻024-932-8071

【営業時間】9：00～17：30
【定休日】日祝、第2・3土

http://kikaku5050.co.jp/　　info@kikaku5050.co.jp

福島県知事免許（6）第1803号　（有）郡山住宅情報
郡山市大町1-3-16
℡024-935-5055
℻024-935-0155

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】日

http://www.kjj.co.jp　　info@kjj.co.jp

福島県知事免許（4）第2307号　さくら信宅
郡山市虎丸町9-17
℡024-923-3050
℻024-923-3050

【営業時間】10：00～18：00
【定休日】火・第2・4土・祝日

http://sakurashintaku.hp.infoseek.co.jp　　sakushin@yahoo.co.jp

福島県知事免許（1）第3278号　サークルワン（株）
郡山市谷地本町6
℡024-961-5758
℻024-961-5759

【営業時間】9：00～19：00
【定休日】無

circle777555＠yahoo.co.jp

「優良物件提供会員店」紹介

QRコードで簡単アクセス

スマホ
からも

楽々

物件探
し♪

t

！

セス

物

ス

月極Parking情報掲載中。スマホ・パソコンから楽々チェック。

駐車場を探している人も注目！
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福島県知事免許（13）第20083号　（株）第一地所
郡山市桑野1-25-9
アートビルパートⅡ1F
℡024-934-0340
℻024-934-3444

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.e-daiichijisyo.co.jp/　　info@e-daiichijisyo.co.jp

福島県知事免許（5）第2156号　（有）フクト企画
郡山市島1-14-12
℡024-936-7160
℻024-923-8551

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】日祝

福島県知事免許(3)第2533号　（株）誠和住建
郡山市横塚3-13-1
℡024-983-1291
℻024-944-8833

【営業時間】9：30～19：00 
【定休日】日

http://www.zennichi.net/m/seiwazyuuken/

福島県知事免許（10）第20087号　西武エステートシステム(株) 
郡山市桑野2-3-14
℡024-921-3333
℻024-939-7190

【営業時間】9：00～18：00
（日～17：00）
【定休日】祝日

http://www.koriyamachintai.com/　　info@55seibu.com

福島県知事免許（4）第2505号　（有）ゆいコーポレーション
郡山市島1-21-1
伊藤ビル1F
℡024-990-1711
℻024-990-1710

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】不定

http://www.yuicorp.jp　　info@yuicorp.jp

福島県知事免許(4)第2383号　ミニミニFC郡山中央店
郡山市富久山町久保田字久保田118
℡024-995-3855
℻024-935-1077

【営業時間】9：30～18：30
【定休日】水（1～4月は無休）

http://minimini.jp/　　chuou@iwill-net.co.jp

福島県知事免許（10）第20175号　（株）マイルドホーム
郡山市駅前2-5-10-2F
℡024-924-0050
℻024-938-8900

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第1・3日

http://www.mildhome.net　　info＠mildhome.net

福島県知事免許（9）第20363号　（有）にっこうこうさん
郡山市豊田町1-88
℡024-939-3911
℻024-938-0011

【営業時間】9：00～18：30
【定休日】水

http://www.nikkokosan.co.jp/　　info@nikkokosan.co.jp

福島県知事免許(5)第2161号　TDホーム郡山（（有）ウッドライフ）
郡山市安積町日出山2-162
℡024-956-9811
℻024-956-9800

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】第2・4火、隔水

http://www.wood-life.co.jp　　info@wood-life.co.jp

福島県知事免許（6）第1768号　（有）タイメックス都市開発
郡山市富田東1-16
℡024-921-2860
℻024-991-1600

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】無

http://timexweb.com/　　timexweb@timexweb.com

福島県知事免許（2）第3111号　（株）タカムラ　アルマエステート
郡山市富田町字双又19-3
℡024-963-2633
℻024-963-2560

【営業時間】8：30～18：00
【定休日】日

http://kktakamura.jp/

福島県知事免許（3）第2683号　レントライフ郡山店
郡山市安積町荒井字方八丁33
℡024-946-6040
℻024-946-6050

【営業時間】9：00～18：00
【定休日】水

http://www.rent-koriyama.com　　rentlife@asset-h.jp

国土交通大臣免許（5）第5854号　（株）リビングギャラリー 郡山店
郡山市中町2-11-1F
℡024-921-2333
℻024-921-2338

【営業時間】10：00～19：00
【定休日】水（1～4月は無休）

http://www.living-gallery-kanto.com/koriyama/　koriyama@living-gallery.com

福島県知事免許（2）第2927号　（株）リフレクシダ
田村郡小野町大字小野新町中通１
℡0247-72-3141
℻0247-72-3145

【営業時間】8：00～18：00
【定休日】日祝

http://www.r-kushida.com　info@r-kushida.com

郡山住まい情報　新規会員募集中！
《お問合せ》

郡山住まい情報編集室　TEL024-922-3131

手軽に簡単！物件探し！



 

 

 

 

郡山市
咲田２丁目

賃貸アパート

1K3.40万円 生活便利

設備 照明 給湯 シャワー エアコン

3740155631

郡山駐屯地近くの
1LDK

設備 照明 シャワー エアコン 追焚 角部屋

374018443

郡山市
大槻町西宮前

賃貸アパート

1LDK4.30万円

郡山市
富久山町久保田

賃貸マンション

2DK4.10万円 敷無礼無

設備 照明 給湯 シャワー エアコン WT

3740216763

キャンペーン中！

設備 照明 給湯 シャワー エアコン B・T別

3740256381

郡山市
富田町音路

賃貸マンション

2LDK5.70万円

  間  ○洋9・K3 
 礼 ○無 

 備 ○セントヒルズ咲田、退去修繕負担金33,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○2,000円  共 ○込 
 築 ○  構 ○木造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○和6・LDK9 
 礼 ○無 

 備 ○パレス大槻、退去修繕負担金50,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○込  共 ○2,000円 
 築 ○1995年  構 ○軽量鉄骨造・2階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○西の宮バス停徒歩5分 

  間  ○和6・洋6・DK5 
 礼 ○無 

 備 ○エルム郡山、退去修繕負担金50,000円  

 敷 ○無 
 駐 ○5,000円  共 ○込 
 築 ○1981年  構 ○RC造・6階建-6F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○ 

  間  ○和7.5・洋5.25・LDK12 
 礼 ○無 

 備 ○2台目駐車場3,000円  

 敷 ○2カ月 
 駐 ○込  共 ○込 
 築 ○1995年  構 ○RC造・3階建-1F 
 取 ○仲介  入 ○即日可 

 交 ○音路バス停徒歩3分 

郡山市
富久山町久保田

賃貸アパート

1ルーム4.00万円 仲介手数料無！

設備 ロフト TVホン エアコン B・T別 WT

1990155936

駐車場は2台込

設備 給湯 エアコン B・T別 追焚 P2可

1990146201

郡山市
富久山町久保田岡ノ城

賃貸アパート

2DK4.20万円

郡山市
田村町徳定

賃貸アパート

1LDK5.50万円 駐車場2台込！物置有

設備 CK 追焚 WT 物置 P2可

1990156160

ペット可物件

設備 照明 エアコン B・T別 ペット メゾネット

1990156383

郡山市
昭和２丁目

賃貸アパート

3DK6.00万円

郡山市
富久山町

賃貸マンション

2K3.00万円 駅近、仲介手数料なし

設備 給湯 シャワー エアコン B・T別 追焚

1990255321

残置デスク等の設備は相談可です

設備 給湯

1990456200

郡山市
清水台１丁目

賃貸店舗・事務所・倉庫

店舗・事務所5.00万円

  間  ○洋13.3 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6・洋8・DK6 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○仲介 
 備 ○ミルキーハウスⅠ  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○自社 
 備 ○コーポラス春夏秋冬  

 共 ○込  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造2階建-1F  築 ○1994年  構 ○鉄骨造・2階建-2F  築 ○1987年 

  間  ○洋6.6・LDK 
 敷 ○2カ月 

  間  ○和6×2・洋11・DK9.3 
 礼 ○無 

 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅車5分 
 取 ○代理 
 備 ○ビレッジ二本松  

 敷 ○3カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○即日可 
 交 ○ 
 取 ○仲介 
 備 ○ネオハイツ徳定  

 共 ○2,000円  駐 ○込  共 ○込  駐 ○込 
 構 ○木造・2階建-2F  築 ○2017年  構 ○木造・2階建-1F  築 ○1990年 

  間  ○和6・洋4.5・K 
 敷 ○2カ月 

  面  ○34.01㎡(9.70坪) 
 礼 ○1カ月 

 築 ○ 
 入 ○即日可 
 交 ○JR郡山駅徒歩10分 
 取 ○仲介 
 備 ○八幡プラザ1号館  

 敷 ○2カ月  礼 ○1カ月 

 入 ○ 
 交 ○ 
 取 ○代理 
 備 ○SATOウィンザービル  

 共 ○無  駐 ○5,000円  共 ○6,000円  駐 ○無 
 構 ○コンクリートブロック造3階建-2F  築 ○1976年  構 ○RC造・4階  階 ○2F 
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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カラオケBanBan

※3月10日現在の情報です。休日当番医は急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山市ホーム
ページの休日当番医でご確認ください。（郡山市ホームページhttp://www.city.koriyama.fukushima.jp/）
※上記のほか、休日・夜間急病センターは、休日・祝日（内科・小児科・歯科）が9：00～17：00まで、毎夜間（内科・小児科）が
19：00～22：00まで診療しています（1月1日を除く）。　▽郡山市休日・夜間急病センター（上亀田1－1）☎024-934-5656 

休日当番医 診療時間9：00～17：00 郡山市内休日当番薬局

※3月10日現在の情報です。休日当番薬局は、急きょ変更になる場合があります。最新の情報は、郡山薬剤
師会（TEL.024-934-4707）へご確認ください。（郡山薬剤師会ホームページhttp://www.k-yaku.org/）
※休日に調剤を行うにあたっては、薬局近隣医療機関以外の処方せんでは、記載された医薬品はすべて揃わない
場合がありますので、予めお電話でご確認ください。　※店舗名など再度ご確認のうえ、薬局へおでかけください。

休日救急歯科診療
郡山ビッグハート

郡山市休日・夜間急病センター

〒963-8031　郡山市字上亀田1-1

TEL024-934-5656 （直通）

日曜祝日および年末年始（12月31日～1月3日）

午前9:00～午後5:00

診療場所

住所

お問い合せ

診療日

診療時間
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渡辺美佳子こどもクリニック(小児科) 富田町字下亀田1-35 024-927-8622
ファミリークリニックさとう(内科・小児科・消化器内科) 開成5丁目12-2 024-932-1390
八木眼科医院(眼科) 堤下町9-7 024-922-4970
さかい小児科クリニック（小児科） 富田東3丁目20 024-921-2216
さかえ内科クリニック（内科） 横塚2丁目15-6 024-941-2202
武田整形外科クリニック（整形外科） 大槻町字広町26-1 024-961-0818
久米こどもクリニック（小児科） 島2丁目50-1 024-923-0585
根本クリニック（内科・外科・脳神経外科） 咲田1丁目5-11 024-922-9405
あさか耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉科） 安積3丁目312-3 024-945-2933
むかわクリニック（小児科） 八山田5丁目79 024-933-7788
モミの木クリニック（内科・小児科） 鳴神1丁目1-1 024-926-0131
今泉眼科病院（眼科） 堂前町20-9 024-922-0665
じんキッズクリニック（小児科） 字山崎305-6 024-974-2525
よしじまクリニック（心療内科・内科） 開成4丁目9-17 024-925-7177
ひさこファミリークリニック（婦人科） 中ノ目1丁目26-2 024-952-4415

かめだ調剤薬局 富田町字下亀田1-41 024-921-5171
みどり調剤薬局 緑町2-2 024-935-0810
フジ薬局横塚店 横塚2-15-4 024-941-1620
調剤薬局ツルハドラッグ八山田店 富田東3-22 024-991-8826
ウイン調剤みなみ通り薬局 駅前1-9-1 024-932-3332
調剤薬局ミッテル大槻店 大槻町字広町28-4 024-961-7600
調剤薬局ミッテル桑野店 桑野1-25-7 024-939-0511
あさかのもり薬局 安積町成田字漆山50 024-946-4976
メルシー薬局南店 安積町3-312-1 024-947-3117
ホクト薬局 八山田5-77 024-935-5505
奥羽調剤薬局鳴神店 鳴神1-1-2 024-983-8535
朝日薬局 堂前町18-10 024-923-0156
コスモ調剤薬局山崎店 山崎305-6 024-955-6707
クオール薬局郡山店 八山田7-107 024-991-0789
ユア調剤薬局 中ノ目1-26-3 024-961-7736

※事前に電話連絡の上、受診することをおすすめします
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【こおりやま情報FREE4月号アンケート＆みな伝投稿FAX用紙】 fax.024-922-3138
Q1. 「こおりやま情報FREE」をどちらで入手しましたか？

　　

Q2.ランチにかける金額はいくら？

●みな伝スペシャル「ほっこりした出来事」（名前・ペンネームも書いてね）
　 心が安らぐ、癒されるなど、ほっこりした出来事を教えてください。

●みな伝「みんなの伝言板」へどんどん応募しよう。
　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
　（名前・ペンネームも書いてね）

プレゼントの
希望番号

名　前

住　所

年　齢

性　別

プレゼントの
希望番号

男　・　女

歳

結　婚 既婚・未婚

第一希望 第二希望

〒

電話番号

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

（ペンネーム／　　　　　　　　　　　）

キリトリ線キリトリ線

（プレゼント応募締切4月4日必着）

キリトリ線キリトリ線
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　【イラスト・ひとりもの申す・ラブメッセージ・教えてください・教えます・おいしい味情報・おすすめのかかりつけ医】
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プレゼントの
希望番号

【こおりやま情報FREE4月号アンケート＆みな伝投稿用紙】
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〒

電話番号
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※お問い合わせの際は「こおりやま情報を見た」とお伝えください。
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