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機能性と芸術性が融合した
最上級のコミュニケーションステージ

BIG PALETTE FUKUSHIMA
INFORMATION
ビッグパレットふくしま情報誌

ビッグパレットふくしまは、
「出会いと創造を彩る交流空間」。
人が集い、交流が生まれ、新たな情報を発信し、
お客様の夢が発進する。
わたしたちにそのお手伝いを
させてください。
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EV EN T

APRIL 04.2018

郡山鉄道まつり
開催日

3月31日㈯・4月1日㈰

主 催

株式会社カラマツトレイン

主 催

株式会社福島民報社

新幹線こまち・500 系体験乗車、
鉄道模型で楽しめる企画や、鉄道
用品販売会は東北最大級の名に
ふさわしい全てのカテゴリーが集
まり、地元東北の部品類をはじめ
鉄 道模型各種、懐かしい古きっ
ぷ、運転時刻表から小物類まで出
展され、多くのお客様でにぎわい
ました。

第13回ペットカーニバル
開催日

4月7日㈯・8日㈰

世界のペットを一堂に集め、ふれ
あいコーナー、ペット用品の販売
などや、
「人気店大集合！食のカー
ニバル」
も同時開催されました。
ス
テージでは、芸能人「にゃんこス
ター」
、
「ほりさん」
登場、わくわく
体験！ふれあい体感！夢いっぱい
の 2 日間でした。

MAY 05.2018

平成30年全国郵便局長会通常総会
開催日

5月20日㈰

主 催

郡山総会

全国郵便局長会

局長や OB、夫人会など約 6,000
人が参加し「地域に密着し、郵政
事業及び地域社会の発展に寄与
する」という局長会の理念が改め
て確認されました。
また、今回の
総会は、今なおその傷跡が残る福
島県において、震災の記憶を決し
て風化させないとの決意と、復興
支援を誓う会議となりました。

1

EV EN T

MAY 05.2018

新日本プロレス 郡山大会
開催日

5月30日㈬

主 催

IKGプロモーション株式会社

主 催

株式会社南東北クボタ

新日本プロレス 郡山大会が開催
されました。各試合とも白熱した
試合展開となり、会場の観客も大
盛況となりました。
また、試合前に
は選手との握手会なども開催さ
れ、選手とふれあう機会もありま
した。

JUNE 06.2018

クボタサマーフェア2018
開催日

6月14日㈭～17日㈰

「お客様と共に一歩先へクボタ」を
テーマに、4 日間で県内各地から
約 13,000 名の農家の方が来場
されました。
最新のトラクタ・コン
バイン・田植機をはじめ農 業 機
械が数多く展示・実演され、
ドロー
ンやＩＴ活用の農業も紹介されま
した。

JULY 07.2018

アグリフェア2018 in ふくしま
開催日

7月11日㈬～13日㈮

系統農機メーカー約 50 社による
最新農業機械の展示や、低コスト
資材、園芸資材の紹介、営農相談
コーナー、農 機リース相 談コー
ナー、さらには農作業安全啓蒙
PR など、担い手の方々へ最新の
情報を紹介する展示会を開催し
ました。3 日間で 3,300 名を超え
る組合員の方が来場しました。
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主 催

JA全農福島

EV EN T

JULY 07.2018

同友会
開催日

夏まつり
7月14日㈯

主 催

福島県中小企業家同友会郡山地区

来場の皆様にさらに楽しんでいた
だこうと開場を１時間早め、中学
生シンガー音葉さんや友木厚志＆
ふぁみれ堂、サックス奏者藤田久
美子さんのステージなど様々なア
トラクションで来場者約 3,500
名も大興奮、盛りだくさんの内容
にて開催されました。

ものづくりふれあいフェア 2018
開催日

7月21日㈯・22日㈰

主 催

福島県職業能力開発協会

県内の国・県の名工等 27 名の
「作
品展示」及び職能団体等 24 団体
による「製作実演」や 43 種類の
「ものづくり体験」
が 2 日間行われ
ました。
「ものづくり体験」は全て
無料で、大勢の子供達に見て、触
れて、製作を通して、ものづくりの
楽しさを体 験していただきまし
た。

AUGUST 08.2018

ふくしま大卒等合同就職面接会
開催日

8月9日㈭

主 催

厚生労働省福島労働局

福島県

大学等卒業予定者や既卒 3 年以
内の方向けの合同就職面接会が
開催されました。
県内や県内出身
の大学生や短大生ら約 100 名が
会場を訪れ、希望する事業所の人
事担当者に、求人内容や雇用環境
などを聞いていました。
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EV EN T

AUGUST 08.2018

絵本ワールド in ふくしま2018
開催日

8月11日㈯・12日㈰

主 催

「絵本ワールド in ふくしま」
実行委員会事務局

約 10,000 冊の絵本が展示され、
絵本作家による読み聞かせライブ
や、講演会、ワークショップ、握手
会などが実施されました。
夏休み
期間中の開催で、多くの家族連れ
が絵本の世界を楽しみました。

SEPTEMBER 09.2018

福島三宝会大商談会
開催日

9月2日㈰

主 催

福島三宝会 日産福島会

会場内にはレーシングカーの展
示や、子供免許証の発行など様々
なイベントが 開催されました。ま
た、試乗会が実施され、多くのお
客様が先進技術を体験されまし
た。

「トラックの日」
フェスタ in 2018
開催日

9月29日㈯

台風の影響により集客が懸念さ
れたが、県内外から約 3,000 名
が来場しました。
13 の関係団体・機関・企業より
「後援・協賛」
をいただき、最新鋭
のトラックの展示や様々な企画、
ステージが行われ、お子様から大
人まで家族みんなで楽しめるイベ
ントとなりました。
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主 催

公益社団法人福島県トラック協会

EV EN T

SEPTEMBER 09.2018

ファミリーフェスタ2018
開催日

9月30日㈰

主 催

保健・福祉フェスティバル郡山2018実行委員会

テーマ「住みなれた地域の中で一
人ひとりが健やかに生きていくた
めに、触れ合おう」
にそってこども
エリア、保健エリア、障がい福祉エ
リア、介護・高齢エリアに分かれ、
子どもから高齢者まで約 13,000
名が、様々な福祉体験コーナーで
遊び、楽しみながら「子育て・健
康・福祉」
について考えるイベント
が開催されました。

OCTOBER 10.2018

ビッグパレットふくしま開館20周年記念講演会・交流会
開催日

10月1日㈪

主 催

公益財団法人福島県産業振興センター産業交流館

ビッグパレットふくしま開館 20
周年記念事業として、気象予報士
斎藤恭紀氏を講師としてお迎え
し、
「郡山の天気と災害～教えて！
斎藤さん～」と題した記念講演会
と、引き続き交流会を開催しまし
た。

こおりやま産業博 -KORIYAMA EXPO 2018開催日

10月5日㈮～7日㈰

主 催

こおりやま産業博実行委員会

Create The Future ～共に奏で
る～をテーマに、郡山地域の 222
社が結集した異業種総合展示会
です。
開催期間中は、23,525 名のお客
様にお越しいただき、福島の魅力
を発信しました。
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EV EN T

OCTOBER 10.2018

2018全国少年少女発明クラブ創作展、
ふくしまのたからばこ キッズお仕事体験2018
開催日

10月13日㈯・14㈰

主 催

一般社団法人福島県発明協会
キッズお仕事体験実行委員会

全国の少年少女発明クラブから
寄せられた創作品が展示されま
した。
また、併せてふくしまのたか
らばこ キッズお仕事体験等のイ
ベントも開催され、約 14,000 名
が来場されました。

メディカルクリエーションふくしま2018
開催日

10月18日㈭・19日㈮

主 催

メディカルクリエーションふくしま
実行委員会

14 回目となる「メディカルクリ
エーションふくしま」
は、医療機器
関連メーカーと地域 製造業・大
学との技術交流の場として、地域
製造業が得意とする製造技術の
展示と医療機器関連メーカーに
よる最新医療機器の展示を同時
に行い、研究開発担当者・エンジ
ニア間で活発に技術交流いただ
くことにより、新技術開発、新商品
の創出を促進しました。

第77回日本公衆衛生学会総会
開催日

10月24日㈬～26日㈮

全国各地から、研究者以外に公衆
衛生従事者や行政関係者、また医
療福祉関係者など、約 3,000 名
が集まり、安村誠司学会長（福島
県立医科大教授）が「ゆりかごか
ら看取りまでの公衆衛生～災害
対応から考える健康支援～」をメ
インテーマに挙げ、地域包括ケア
時代の公衆衛生の在り方や今な
お続く災害被災地からの発信とし
て開催されました。
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主 催

日本公衆衛生学会

EV EN T

NOVEMBER 11.2018

第7回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア(REIFふくしま2018)
開催日

11月7日㈬・8㈭

主 催

福島県、
公益財団法人福島県産業振興センター

今回は、福島新エネ社会構想の三
本柱、
①再生可能エネルギーの導
入拡大、
②水素社会実現のための
モデル構 築、
③スマートコミュニ
ティの構築、をメインテーマとして
開催しました。2 日間で 7,015 人
の方にご来場いただき、最新の再
生可能エネルギーに関する技術・
情報の発信、収集、商談・交流の
場となりました。

ロボットフェスタふくしま2018《同時開催》
航空宇宙フェスタ2018
開催日

11月22日㈭・23日㈮

主 催

福島県

県内外からロボットフェスタ 94
社・団体、
航空宇宙フェスタ42 社・
団体の企業や団体、研究機関、大
学が、最先端のロボットや福島県
内で開発を進めている各種ロボッ
トを出展し、9,600 人の来場者
が、ロボットと遊び、航空宇宙に触
れ、学び、楽しい一日となりまし
た。

シトロン秋まつりハンドメイド&ステキカフェvol.11
開催日

11月24日㈯

主 催

雑貨&レンタルボックス Citron

ハンドメイド品の発表の場として
毎年秋に開催され、今年は開催前
に 約 1,500 名 の 方 が 並 び、約
7,000 名の来場となりました。作
家さんやお客様の笑顔が絶えな
い１日となりました。
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EV EN T

DECEMBER 12.2018

2018
開催日

ふくしま冬ニットフェア
12月7日㈮～9日㈰

主 催

福島県ニット工業組合

福島県伊達市は全国有数のニット
産地で、高度な技術を持ったメー
カーが一堂に集まり、製造元直売
価格で展示会を開催しました。多
くの方が来場され、ニット製品を
お買い上げいただきました。

JANUARY 1.2019

チャリティ
開催日

ひな人形・五月人形

1月12日㈯～14日㈪

主 催

特別価格大御奉仕会
株式会社人形の東月

東北最大級の展示会として第 30
回チャリティ ひな人形・五月人
形 特別価格大御奉仕会と、
「東
月あかちゃん★フォトコンテスト」
が 3 日間開催されました。
収益の
一部を活用し、いわき市内の幼稚
園や保育園にこいのぼりなどを寄
贈する予定となっています。

平成31年郡山市成人のつどい
開催日

1月13日㈰

「新時代 × 無限大～郡山から拓
こう私たちの未来～」をテーマに
成人のつどいが開催されました。
新成人 2,822 名が参加し、大人
への第一歩を踏み出し、気持ちを
新たにしていました。
また、久しぶ
りに再会した同級生や恩師との思
い出話を楽しんでいました。
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主 催

郡山市・郡山市教育委員会

EV EN T

FEBRUARY 2.2019

第5回省エネde住まいるフェア
開催日

2月23日㈯・24日㈰

主 催

省エネde住まいるフェア実行委員会

過去最大の 63 社が出展し、入場
者数は 7,444 名となりました。
地
域に根差した工務店をはじめ、住
宅設備メーカー、生活関連企業な
ど、先進の住まいと暮らしに関す
る情報を発信し、見学・相談・体
験などを通して、ご家族の未来に
プラスになったイベントとなりま
した。

MARCH 3.2019

第8回「福魂祭」～FUKUSHIMA SOUL～ 2019
開催日

3月11日㈪

主 催

福魂祭実行委員会

主 催

株式会社福島中央テレビ

今年で 8 回目を迎え「今こそ 絆
子供たちと共に 未来を創ろう」を
テーマに開催されました。3.11 に
は、たくさんの皆さんが一堂に会
し「鎮魂」
・
「感謝」
・
「再生」の想
いを共有して、また、明日へ向かっ
て歩みを進める原動力となるイベ
ントとなりました。

中テレ祭り2019
開催日

3月22日㈮～24日㈰

中テレ祭り 2019 が開催されまし
た。
中テレグルメストリートには福
島初上陸＆全国激うまグルメが大
集合、e スポーツ、ゆるゆる歌じま
ん選手権、きぼうブースなど、平成
最後の春の文化祭を楽しむ 3 日
間となりました。
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至仙台

アクセスマップ
至仙台

至会津若松

郡山
I.C.

うねめ通り

●
開成山
公園

文化通り

至いわき

●
郡山東高校

東北新幹線

内環状線

東北自動車道
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郡山バイパス

郡山警察署●

ビッグパレット
ふくしま

カルチャーパーク
●

笹原川

安積行政
センター●
●
サンフレッシュ郡山

至東京

●
安積
中学校

安積永盛駅

郡山南
I.C.

49

東北本線

●市民文化
センター

東部幹線

●
開成山
大神宮

ビッグアイ
●

さくら通り

郡山駅

郡山市役所
●

至東京

■郡山駅から約４km、車で約10分、バスで15分

■JR安積永盛駅から約2km、車で約5分、徒歩で約30分

■東北自動車道郡山南インターから約7km、車で約15分
※駐車台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用願います。
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B I G PA L E T T E
－ビッグパレットふくしま－

指定管理者／公益財団法人福島県産業振興センター
〒963-0115 郡山市南二丁目52番地

TEL.024-947-8010

FAX.024-947-8020

HP https://www.big-palette.jp
編集・発行／ビッグパレットふくしま

