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■生涯学習課　生涯学習・スポーツ係 ☎（55）5156
■二本松中央公民館（二本松文化センター） ☎（23）5121
▽学級・講座
市民講座 ４月～２月 一般
市民大学セミナー ２月～３月 一般
▽青少年育成
なかよしチャレンジルーム ５月～３月 小４～６・中１～高３
平成29年成人式 １月８日 新成人
▽イベント
えほんフェスティバル ６月19日 乳幼児・小学生
▽体育事業
県民スポーツ市大会 ５月８日 一般
市民体育祭 ９月25日 一般
二本松市一周駅伝競走大会 11月27日 小学生以上一般
二本松地域地区対抗親善球技大会 11月６日 二本松地域
ママさん家庭バレーボール大会 11月13日 二本松地域
ママさん家庭バレーボール大会 ３月５日 二本松地域

■二本松公民館 ☎（23）4121
地区親善野球大会 ６月５日 地区民
地区親善ソフトテニス大会 ７月３日 地区民
地区親善球技大会 ８月28日 地区民
地区親善サッカー大会 10月16日 地区民
地区親善ボウリング大会 １月下旬 地区民
地区親善卓球大会 ２月26日 地区民

■塩沢公民館 ☎（22）1263
地区民大運動会 ５月29日 地区民
地区野球大会 ６月・８月 地区民
地区ソフトボール大会 ７月３日 地区民
少年少女球技大会 ７月31日 中学生
地区親善球技大会 ９月４日 地区民
地区親善卓球大会 11月20日 地区民
地区家庭バレーボール大会 11月27日 地区民
地区夫婦バレーボール大会 １月22日 地区民

■岳下公民館 ☎（22）0306
地区親善球技大会 ５月29日 地区民
少年少女チャレンジ ７月31日 地区民
地区卓球大会 11月20日 地区民

■杉田公民館 ☎（22）1264
地区民大運動会 ５月22日 地区民
杉田クィーンズカップバレー
ボール大会

６月３日～
７月１日 地区民

地区親善壮年ソフトボール大会 ６月26日 地区民
地区親善野球大会 ７月17日 地区民
地区親善球技大会 ８月21日 地区民
地区剣道・卓球大会 11月27日 地区民

■石井公民館 ☎（23）1262
会長杯ソフトボール大会 ５月29日 地区民
会長杯ソフトバレーボール大会 ５月29日 地区民
地区民親善球技大会 ８月28日 地区民
地区民親善卓球大会 11月20日 地区民

■大平公民館 ☎（22）1265
地区大運動会 ５月15日 地区民
地区男女混合家庭バレーボール大会 ６月19日 地区民
地区親善球技大会 ７月31日 地区民
地区親善野球大会 ９月４日 地区民
地区親善卓球大会 12月４日 地区民

■安達公民館 ☎（23）3721
■安達文化ホール ☎（23）3721
■渋川公民館 ☎（53）2001
■上川崎公民館 ☎（52）2001
■下川崎公民館 ☎（61）5335
■安達体育館 ☎（23）2353
▽学級・講座
家庭教育学級 通年 幼児・保護者
あだち生涯学級 ４月～２月 一般
女性学級 ４月～２月 一般
市民講座 ８月～３月 市内一般
▽青少年育成
あだち放課後子ども教室 ５月～２月 小学生
あだちチャレンジ教室 ６月～２月 小学生

今年度の生涯学習／スポーツ／文化事業のご案内
　多様化する市民の皆さんの学習ニーズにお応えするため、各生涯学習施設等で行う事業や学級、講座、スポーツ大会、
文化事業等の事業名・実施期日・対象をお知らせします。
　市民の皆さんが、余暇時間を活用して「いつでも、どこでも、だれでも」楽しく参加できるようになっていますので、
豊かな生活づくりのためにぜひご参加ください。
　具体的な開催内容はその都度お知らせいたしますが、詳しくは担当へお問い合わせください。

やすらぎの丘 全日本葬祭業協同組合連合会加盟

葬儀のすべてのご相談・ご用命は

丸又葬儀社
丸又ふれあい会　会員募集中

有限
会社
本　　　店／〒964-0917 福島県二本松市本町2丁目99-2
二本松斎場／〒964-0875 福島県二本松市槻木257-5

☎0243－22－5598

フリーダイヤル 0120－03－5598
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▽イベント
安達公民館子どもまつり 12月３日 幼児、児童・生徒、一般
家庭教育人形劇公演 12月３日 幼児、児童・生徒、一般
文化鑑賞事業 ２月 一般
▽体育事業
あだちスポーツフェスタ ４月17日 児童・一般
こどもスポーツ教室 ７月２日 小学生
安達地域300歳ソフトボール大会 ８月21・28日 安達地域
安達地域家庭バレーボール大会 11月６日 安達地域
高齢者スポーツ教室 ９月 高齢者
ボウリング交流大会 ２月 一般

■岩代公民館 ☎（55）2260
■新殿公民館 ☎（57）2111
■旭公民館 ☎（56）2111
▽学級・講座
ナイトフレッシュセミナー ５月～12月 一般
総合美術講座 通年 中学生以上
家庭教育学級（かるがも学級） ６月～３月 幼稚園児・保護者
男の料理教室 ６月～12月 一般
ふるさと探検隊 ７月～２月 小学生
▽青少年育成
放課後子ども教室 ５月～３月 小学生
▽イベント
合同家庭教育学級（人形劇公演） ８月27日 幼稚園児・保護者
岩代地区公民館主催作品展 12月 一般
▽体育事業
小学生陸上教室 ４月～７月 小学生
岩代ロードレース大会 ６月26日 幼稚園以上
こどもスポーツ教室 ７月 小学生以上
コミュニティースポーツ大会（ソフトボール） ８月21・28日 一般
コミュニティースポーツ大会（バレーボール） ８月28日 一般
高齢者スポーツ教室 10月 高齢者
いわしろ健康ウォーク 11月３日 一般

■各公民館（共通）
女性学級（女性セミナー） 通年 女性
高齢者学級（長寿学級） 通年 高齢者

■東和公民館（東和文化センター） ☎（46）4111
■木幡公民館 ☎（46）2151
■太田公民館 ☎（47）3150
■戸沢公民館 ☎（46）2710
▽学級・講座
カヌー初心者教室 ７月～８月 小学生以上
市民講座 ９月～２月 一般
家庭教育学級 通年 幼稚園児・保護者
▽青少年育成
放課後子ども教室 ６月～３月 小学生
青少年健全育成協議会（講演会） ７月中旬 一般・保護者
土曜探検隊 ７月～２月 小学生
▽イベント
自主事業文化公演（落語） ８月20日 一般
合同家庭教育学級（人形劇公演） 11月２日 幼稚園児・保護者
宝くじ文化公演（森山良子コンサート） 11月29日 一般
東和公民館まつり ２月18～19日 一般

▽体育事業
東和地域市民登山（額取山） ５月22日 東和地域
東和ロードレース大会 ７月３日 ５歳以上一般
こどもスポーツ教室 ７月27日 小学生
東和さわやかスポーツフェスティバル ９月11日 東和地域
東和地域市民紅葉ウォッチング（大博多山） 10月16日 東和地域
高齢者スポーツ教室 10月24日 高齢者

■各地区文化祭
二本松地区文化祭 10月21～23日 一般
安達文化祭 11月３～６日 一般
岩代産業文化祭 10月15～16日 一般
東和地域文化祭 10月22～23日 一般

■二本松図書館 ☎（23）5082
雑誌リサイクルフェア ５月 一般
おはなしのへや 毎月第１土曜 幼児・低学年
子ども図書館まつり ７月・12月 幼児・低学年
七夕かざり ７月 一般
クリスマスかざり 12月 一般
企画展示 毎月 一般

■岩代図書館 ☎（55）3255
おはなし会 毎月第３土曜 幼児・低学年
こども読書週間　企画展示 ４月 児童
納涼おはなし会 ８月 幼児・低学年
秋の読書週間　　企画展示 11月 一般
おはなし会まつり ２月 幼児・低学年
企画展示 毎月 一般

■文化課　文化振興係 ☎（55）5154
芸術鑑賞事業（コンサート） ２月12日 一般
市民音楽フェスティバル 11月6日 一般
にほんまつ伝統芸能祭 ２月26日 一般

■コンサートホール ☎（22）5501
マリノ・フォルメンティピアノリサイタル ５月10日 一般
清塚信也コンサート ９月19日 一般
朝河貫一博士顕彰講演会 ３月開催予定 一般

■地域文化伝承館 ☎（23）3120
観月の夕べ ９月15日 一般

■歴史資料館 ☎（23）3910
企画展「智恵子と光太郎の世界展」 10月～11月 一般

■智恵子記念館 ☎（22）6151
実物紙絵展示公開 春期、秋期 一般
智恵子の生家２階公開 春期、秋期 一般
智恵子生誕祭「琴の調べ」 ５月20日～22日 一般

■大山忠作美術館 ☎（24）1217
特別企画展「二本松さくら展」 ４月９日～５月８日 一般
企画展「収蔵作品展」 10月～11月 一般
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㈲多田車販
〒964-0314  福島県二本松市西勝田字鞍掛37
TEL（0243）55-3211　 FAX（0243）55-2347

バイク・自動車・除雪機・発電機・車検　東京海上日動火災・JA共済

ホンダ・ヤマハ

予約受付中!!
【５月31日まで】 ・10%off（一部機種を除く）

・ガソリン携行缶
　　　＆防寒着プレゼント

バイク・自動車・除雪機・発電機

予除雪機
早期
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ココ

ホンダ
クロスオーガ
HSS760n（JX）
メーカー希望小売価格
税込 ￥432,000


