
第１８回大和郡山 「盆梅展」

期間： 令和3年2月6日（土）～3月10日（水）

時間： 午前9時30分～午後4時30分（土日・祝は午後5時まで）

場所： 郡山城跡 追手門/追手向櫓/多聞櫓

入場料： 500円（60歳以上 400円、小学生以下は無料）
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※お問合せは、各お店等にお願いします。（ＴＥＬは参加店一覧参照）

豆パン屋　アポロ 豆パン・あんぱん等お豆が入ったパンが人気です。

御菓子司　新泉堂 大和郡山名物　金魚どら焼き

2/28と3/7（日曜日）はコーヒー・アクセサリー・手芸品等、手作りの店を出します。
北谷呉服店

彩食キッチンBonやなぎ店
当店おすすめの日替り「彩りランチ」は小鉢が多く鮮やかで、いろんなお料理を味わっていただけます。
モーニング・ランチ・ケーキと幅広いメニューをご用意してお待ちしております。

さくら倶楽部 金魚の型抜きクッキー等の入ったクッキーの詰め合わせ（さくらバッグ）500円を販売します。
モリカ米店 雛まつり3色餅・たちばなのピール・甘酒
サンプーペー

呉服の事、何でもお気軽に相談下さい。

石釜で焼き上げるローマ風ピッツァとイタリア料理の店です。
源九郎稲荷神社

料理旅館　尾川 旬の味弁当・旬の味懐石を個室で召し上がっていただきます。
箱本十三町観光案内所 折り紙で作ったお雛様をお子様に進呈
オステリアオルベテッロ イタリア料理店です。ランチ有り

★雛まつり期間中の限定販売やイチオシ商品・イベント開催など★

店　舗　名　等 内　　       　　　　　　　　容

郡山種苗園
生きたお花で創るアレンジメント「プランツ・ギャザリング」体験。根付きのお花を使うことで美しさが長く
楽しめます。（料金1500円）　インスタ・ＦＢをフォローでプレゼントあり。

山和タンス店 ひなまつりあめをプレゼント

うどんとこんぶ　鶴田昆布店 味が自慢のうどん店です。

柳沢文庫 柳沢文庫常設展　後半「郡山城図に見る郡山城の変遷」を開催中。（有料）
コミュニティスクエア那楢多 着物からリメイクした洋服・袋物等を年に一度の雛祭り時のみ展示・販売しています。

啓林堂書店　郡山店
大和郡山ふるさと民話の販売・季節にそった商品（おひなさまの絵本）など。地元のお客様を最優先
に、その方々の必要とされている商品は何か常に考え品揃えを行っています。

洋菓子の店　パルファン 金魚の焼き菓子やプロテインを使ったお菓子・チョコレート等ギフトにぴったりなお菓子を多数取り揃えています。

旬味和膳　季乃庄 季節弁当（期間中」は雛弁当）

カフェ＆レストラン サンナオト 自家製プリンおすすめ。パフェもできます。

ヤマトグラブ工房
生卵を落としても割れないクッション入りウォーキングシューズ！ＹＯＮＥＸウォーキングシューズを特別
価格でご提供します。

ＮＰＯ法人わかくさもえぎ

吉原呉服店 着物地のハレギで正絹の手作りマスクを作りませんか？

・青空フリーマーケット・お楽しみ金魚くじ・ひな人形しおりの無料配布　心を込めて織り上げた生地を
使ってのオンリーワン商品を用意してお待ちしています。すべてがイチオシ商品です。

お化粧パーク　はるみちや 御来店のお客様に化粧品のサンプルを差し上げます。

キューピー堂 手作りの物等お値打ち品を販売しています。

喫茶　ポケット
見晴らしの良い2階席です。モンブランケーキセット（珈琲or紅茶）700円を650円に。Ａ・Ｂ2種類の日替
わりランチと香ばしい「揚げパン」をお試しください。

カフェ　シエスタ

ａｒａｎ．cａｆｅ 雛まつり期間限定プレートランチ・手作りケーキセット　女性に人気のヘルシーなごはんやスイーツでおもてなし

やすい洋品店 ひなまつり冬物クリアランスセール　春にも着られるお洋服が最終価格で！
サービスランチが人気です。お持ち帰りで小花寿司がオススメです。小花寿司
黒田ピンクさん作の手作りお雛様の作品展を開催しております。ワークショップ（予約制）も行います。
落ち着いた雰囲気でケーキセット等を楽しんで頂けます。ランチも提供しておりますので是非お越しください。

杉屋菓舗 和菓子10ケお買い上げごとに1ケサービスしております。

奈良屋クリーング店 着物の洗いは御相談ください。

期間中おまんじゅう十個お買い上げで源九郎餅一個差し上げます。
コットン 刺しゅう作品多数。婦人服・藍染カバン
中嶋源九郎餅本舗

アートバルーン （マップNo.58）

期間： 令和3年2月27日（土）・28日（日）、3月6日（土）・7日（日）

時間： 未 定

場所： 町家物語館の前

※雨天等で中止となる場合があります。

第１９回こおりやま歩きんとっと
「大和な雛まつり」を巡り大和郡山を再発見しよう！

日時： 令和3年3月6日（土）

（受付）午前9時～午後9時30分（当日参加可能）

受付場所： ＪＲ郡山駅前東口（市民交流館前）

ゴール： 郡山城址会館前（模擬店あります）

参加費： 500円 当日徴収 小学生以下無料

第２回おしごとフェスタin大和郡山 （マップNo.15）
子どものおしごと体験！将来なりたい自分を発見しよう！

開催日： 令和3年3月7日（日）

時間： 午前10時～午後3時（入場は午後2時30分まで）

場所： 大和郡山市立体育館（三の丸会館）

入場料： 無料

※お問い合せ（主催）昭和工業団地協議会（℡ 0743-56-0406）



中心市街地の洞泉寺町(とうせんじ

ちょう)に位置する町家建築で、大正 11
年に納屋と蔵が、大正 13 年に本館と座

敷棟が建てられました。当時では珍し

い木造三階建て遊郭建築で、当時の上

流花街の繁栄を偲ばせています。堅固

な構造の下、良好な保存状態で現在に

至っており、内部には意匠を凝らした

欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など

特殊な建築技法を各所に取り入れた遊

郭建築ならではの造形美を創出してい

ます。平成 26 年に登録有形文化財とな

っています。

第１０回大和な雛まつり

江戸時代から続いた藍染め商の町家。
ハンカチなどの藍染め体験ができるほ

か、丁寧に染められた一点物の藍染め商品
も販売。金魚をテーマにした美術工芸品、
大和郡山産金魚コーナー「金魚コレクショ
ン」、味にこだわったセルフカフェくつろ
ぎ処「和気藍々」も新設し、町歩きのくつ
ろぎ空間となっております。

今年も、河野氏による絢爛豪華な「吊る
し雛」の世界もお楽しみください。

大和郡山市治道地区公民館クラブ活動

として、第１・第３木曜日に一刀彫・

能面作り教室を実施しています。

今回、作品展を開催しますので、作品

の成果をご鑑賞いただければ幸いです。

<展示期間> 令和３年２月２７日(土)～３月２日(火) １０時～１６時

<展示場所> まいどほーる（大和郡山市商工会館）１階 展示ホール

今年で第６０回という節目を

迎える「大和郡山 お城まつり」

メインイベントの期間中は「日

本さくら名所１００選」にも選

出された桜が美しく咲き並びま

す。夕暮れには天守台などライ

トアップされ、また、ぼんぼり

の灯りに照らされた幻想的な夜

桜もお楽しみいただけます。

金魚品評会や音楽コンサート

の他、今回は新たに周遊型の謎

解きイベントやきんぎょまつり

を行い、１５２日間にわたり開

催します。「大和郡山 お城まつ

り」へのお越しをお待ちしてお

ります。

主なイベント

○３月２４日（水）～４月７日（水）

ﾒｲﾝｲﾍﾞﾝﾄ「郡山春の陣」

３月２４日（水） 奉告祭・数珠くり法要

３月２４日（水） 卑弥呼就任式

３月２７日（土） 第１００回金魚品評会

〇３月２４日（水）～８月２２日（日）

ﾁｬﾚﾝｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ「軍評定」郡山城謎解きｲﾍﾞﾝﾄ

〇８月２１日（土）～８月２２日（日）

ﾌｧｲﾅﾙｲﾍﾞﾝﾄ「郡山夏の陣」金魚まつり

箱本館「紺 屋」のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大状況により、入場制限、展示の中止措置を取らせていただくことがあります。

お問合せ先 大和郡山市商工会 0743-53-5955 ・一般社団法人 大和郡山市観光協会 0743-52-2010 紙面写真は以前のものです。

市内各幼稚園・保育園・認定こども園
の園児たちの健やかな成長を願い、アス
モ大和郡山店にて『園児たちの手作り
お雛さま博覧会』を開催します。

様々な物を利用して一生懸命作った雛
人形を展示しますので、春の訪れを感じ
ながら、ご家族そろってアスモ大和郡山
店内に飾られた手作りお雛さまをご覧く
ださい。
園児たちの心に、素敵な思い出がまた

ひとつ残ってくれることを願います…

参 加 園

保育園・認定こども園

<展示期間>

令和３年２月２７日(土)～３月７日(土)

〈出展〉西田中保育園、小泉保育園、池

之内保育園、平和保育園、郡山保育園、

新町保育園、治道認定こども園、

矢田認定こども園

幼 稚 園

<展示期間>

令和３年２月２７日(土)～３月７日(土)

〈出展〉大和郡山市立幼稚園

郡山柳町商店街協同組合
「金魚ストリートまちなか水族館」

商店街で約３０種類の金魚を見ることが
できます。

＜イベント＞

・３月２日（火）、「柳の市」開催、

金魚すくいコーナーもあります。

・組合店をまわってスタンプを集める

「御金魚帳めぐり」開催

・「写真コンテスト」開催

※詳細は、組合店店頭にてご案内しており

ます。

町家物語館のご案内

第 60 回大和郡山「お城まつり」

開催期間 令和３年３月２４日（水）～令和３年８月２２日（日）

一刀彫・能面作りサークル作品展

園児たちの手作りお雛さま博覧会

※今回は、大階段の雛人形の

飾り付けはございません。

（マップNo.17）

（マップNo.58）

（マップNo.77）

（マップNo.69）


	第10回大和な雛まつり案内チラシA4 裏面原稿 Ver.8α
	第十回雛まつりてくてくMAP挟み込みチラシ2
	雛まつり期間中のイベント・限定販売など3
	第十回雛まつりてくてくMAP挟み込みチラシ
	第10回大和な雛まつり案内チラシA4 裏面原稿 Ver.7α





