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安達太良山山開き
　５月15日（日）
□山頂イベント
・10：00～
　　 ふくしまアフターＤＣ記念山開き参加ペ

ナント配布※先着3,000人
・11：00～
　　安全祈願祭
・11：20～
　　ミズあだたらコンテスト
　　（ 未婚、既婚女性を問いません。入賞者

には記念品を贈呈します。）
※ 雨天の場合は、山頂イベントは中止し、奥
岳登山口で10：00～安全祈願祭のみ開催し
ます。

◇バスでお越しの方へ
　二本松駅～岳温泉～奥岳までのバスや、奥
岳登山口と塩沢登山口を結ぶコースをシャト
ルバスが運行します。

出発地 行き先 発車時刻
（ ）は運行期間

二本松
駅前

岳温泉、奥岳登
山口、塩沢温泉、
野地温泉

７：40
（５/15のみ）

岳温泉・奥岳登
山口

８：15
（４/23～６/30）

岳温泉 奥岳登山口 ９：55、12：50
（４/23～６/30）

奥岳登
山口

岳温泉
①14：00、15：10  
　（５/15のみ）
②11：45、14：40
　（４/23～６/30）

岳温泉、二本松
駅前

16：30
（５/15のみ）

※シャトルバスは有料です。
　　　　　　◎問い合わせ…
　 観光課観光振興係☎（55）5122

□奥岳登山口と
　　　塩沢登山口を結ぶタクシー 
　運行期間　４/23～６/30
　※事前申し込みが必要です。
　　　　　　◎予約・問い合わせ…
　　　　　　　昭和タクシー（株）☎（22）1155

ふくしまアフターＤＣ連携企画
山開きに参加して
くろがね小屋に泊まろう

応募対象
　平成28年３月下旬～６月30日ま
での福島県内の山開きに３回以上
参加された方

応募締切
　平成28年７月15日（金）
　（当日消印有効）
※ 対象山開き、応募方法など詳し

くは下記までお問い合わせくだ
さい。

◎問い合わせ・応募先…
・（公財）福島県観光物産交流協会
　☎024（525）4080
・くろがね小屋
　☎090（8780）0302※衛星電話

第62回

安達太良山山開き ―ほんとの空に近づける場所―

～ 登山者の心得 ～
・  安易な服装での登山は慎み、無理のない行動・判断で
入山しましょう。
・自然を大切にし、ごみは必ず持ち帰りましょう。
・高山植物を折ったり採ったりしないようにしましょう。

注意！
　沼の平周辺とくろがね小屋西斜面の湯元付近は、
有毒な火山ガスが発生しているため非常に危険で
すから、この周辺には絶対に入らないでください。
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第２回ざくざく世界選手権

二本松の郷土料理「ざくざく」の新たな魅力を発信
する「ざくざく世界選手権」を今年も開催します。
今年はざくざくのテーマソングに合わせた「ざくざ
く踊り選手権」も開催します。

ざくざく × 踊り ざくざく × 料理

ざくざくへの思いを乗せた熱いダンスを
ぜひご応募ください。

１次審査　６月上旬動画審査
２次審査　６月25（土）実技審査
応募期間　５月２日（月）～５月31日（火）必着
応募資格　個人・団体を問わずどなたでも
応募条件　ざくざくのテーマソングに合わせ
て、歌詞の１番はオリジナルの踊り、２番以
降はアレンジを交えた踊りとする。
応募方法　応募用紙の注意事項を確認し、応
募用紙に必要事項をご記入の上、踊りの様子
を撮影したデータと一緒に、郵送、メール、
持参等でご応募ください。応募用紙は、ふく
しまＤＣ二本松市推進委員会（観光課内）また
は各支所地域振興課で配布するほか、市ウェ
ブサイトからダウンロードできます。
※ オリジナルの踊りは、二本松観光協会ウェブサ
イト「ざくざくチャンネル」で公開しています。

応募条件は具材を細かく「さいの目」に切
ることだけ。どなたでも気軽に応募いた
だけます。

１次審査　６月上旬書類審査
２次審査　６月26（日）試食審査
※１次審査通過者には、出品にあたる補助をお渡しします。

応募期間　５月２日（月）～５月31日（火）必着
応募資格　個人・団体を問わずどなたでも
応募条件　具材を細かく「さいの目」に切った
ものを条件とします。味付けや具材に関する
条件は設けません。
応募方法　応募用紙の注意事項を確認し、必
要事項をご記入の上、郵送、ファックス、メー
ルまたは持参等でご応募ください。応募用紙
は、ふくしまＤＣ二本松市推進委員会（観光課
内）または各支所地域振興課で配布するほか、
市ウェブサイトからダウンロードできます。

◎問い合わせ・申し込み…ふくしまＤＣ二本松市推進委員会（観光課内）
　〒964-8601二本松市金色403番地1　☎（55）5095  FAX（22）8533
　e-mail：kankorisshi@city.nihonmatsu.lg.jp
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　この世に生を受けて一世紀、３月31日に斎藤トミイさ
ん（木幡）、４月12日に本田カネイさん（杉沢）がめでたく
満100歳を迎えられ、二本松市から賀寿、同じく福島県
から賀寿と木杯が贈られました。
　長寿の秘訣について、斎藤さんは「何事も前向きで趣
味の手芸に励み、好き嫌いなく食し、よく寝ること」、
本田さんは「よく話をすること」だそうです。お二人の
益々のご長寿をお祈りします。

道の駅さくらの郷農産物直売所・加工施設オープン道の駅さくらの郷農産物直売所・加工施設オープン

農産物直売で地域の活性化農産物直売で地域の活性化

第34回霞ヶ城クロスカントリー大会第34回霞ヶ城クロスカントリー大会
自然が生み出す「難コース」を駆け抜ける自然が生み出す「難コース」を駆け抜ける

　３月31日、従来の道の駅さくらの郷の南側に新
設された農産物直売所・加工施設のプレオープニン
グセレモニーが行われ、関係者らがテープカットし、
新しくできた加工施設などがお披露目されました。
　新築されたことにより従来の1.3倍の広さとなる
農産物直売所には、地元産の梅干しや味噌、そば
粉などがずらりと並び、どれも手に取って食べたく
なるようなものばかりでした。

　霞ヶ城公園や観音丘陵遊歩道を舞台に毎年開か
れている霞ヶ城クロスカントリー大会は、３月27
日、前回の倍以上となる574人が参加し行われま
した。
　戒石銘付近をスタート・ゴールに、小学生から
一般まで４つのコースに分かれて行われ、最長
コースは観音丘陵遊歩道から文化センターを折り
返し地点とする8.2㎞のコースで、「骨格も鍛える」
と称されるほど
のアップダウン
がある難コース
を、参加者たち
は楽しみながら
汗を流していま
した。

めでたく満100歳めでたく満100歳
斎藤トミイさん、本田カネイさん斎藤トミイさん、本田カネイさん

▲本田カネイさん▲斎藤トミイさん

ＴＯＷＮ ＴＯＰＩＣＳ ▶

平成28年熊本地震平成28年熊本地震
熊本県へ災害支援物資を輸送しました熊本県へ災害支援物資を輸送しました
　４月14日午後９時26分ごろ、熊本県益

まし き

城町で震度７を観測
する地震があり、その後も九州中部を中心に強い余震が続く
なか、本市では、東日本大震災後に緊急時のため備蓄してい
た毛布、飲料水、アルファ米の各1,000個を大型トラック１台
にぎっしり詰め込み、16日の午後に熊本県へ向け輸送しました。
　市では、市役所、各支所および各住民センターで、今回の
地震をうけ、募金箱を設置し義援金を募っています。 ▲輸送協力いただく㈱丸や運送（写真㊨）へ熊本県知事への

メッセージを託す新野市長
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５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内５月の講座のご案内
開講日・時間
　５/ ８㈰ 1３：00～1５：０0
　５/18㈬ 1３：00～1５：00
料　　金：1,000円（材料費込み）
申込〆切：各開講日の５日前

【親子カエル（１回講座）】 【マルチケース（１回講座）】

要予約 定員：親子カエル10人、
　　　マルチケース10人、一閑張12人

お申し込み・お問い合わせ：二本松市和紙伝承館（☎61－3200）

※申込〆切日を過ぎてもキャンセル等の都合により受講可能な場合も
　ありますのでお気軽にお問い合わせください。

【注意事項】
・要予約、電話か窓口へ直接お申し込みください。
　（ＦＡＸやメールでの受付はしておりません）
・定員になり次第締め切らせていただきます。
・材料のみの販売はしておりません。

開 講 日・時間
　５/16㈪ 10：00～11：30
　５/21㈯ 10：00～11：30
料　　金：1,２00円（材料費込み）
申込〆切：各開講日の５日前

開 講 日：５/20㈮、24㈫、28㈯
時　　間：10：00～12：00
料　　金：600円（※材料費別途料金）
申込〆切：各開講日の前日

【毎月開催！一閑張講座】

高村智恵子 生誕祭
開催中♥

道の駅「安達」

～詳しくは道の駅安達にお問い合わせ下さい～

130周年

☎0243-61-3100

５月イベント

小浜小学校の入学式。名前
を呼ばれると、元気な声で
返事をしていました▼▶

▲大平小学校の入学式。児童たちはみんな笑顔で、お父さんもお母さんもひと安心▲ ▲大平小の１年生。重い荷物
も何のその

市内小学校・中学校で入学式市内小学校・中学校で入学式
希望や喜びが、校舎の中から溢れんばかりに希望や喜びが、校舎の中から溢れんばかりに
　４月６日、市内の小学校・中学校で入学式が
行われました。今年は小学校16校で382人（昨年
比▲27人）の児童が、中学校７校で498人（昨年
比▲20人）の生徒が入学し、先生や上級生に温
かく迎えられました。
　小学１年生の教室では、担任の先生が話し始
めると、おしゃべりをやめ背筋を伸ばし、先生
を見つめる姿がとても頼もしい様子でした。

平成27年度全国大会等出場選手のみなさん
市と市体育協会では、全国スポーツ大会等に出場される選手・チームの方に激励金を贈呈しています。

（平成28年２月以降大会に出場された方・敬称略・複数回出場の場合は主な大会のみ）
 全国大会 
○平成27年度全国高等学校総合体育大会　
　スキー競技　　本田　蒼衣（本町）
○ 第38回JOCジュニアオリンピックカップ春季水
泳競技大会　　秋山　栞名（諸越谷）

○第53回全日本スキー技術選手権大会
　山岸　徹（杉田）
○ 第29回都道府県対抗ジュニアバスケットボール
大会2016　　喜古　鉱斗、菅野　るな（以上郭内）

○第41回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会
　鈴木愛里沙（智恵子の森）、星野　七海（油井）
○ 第27回都道府県対抗全日本中学校ソフトテニス
大会　　大内　悠生、瀧戸　皓斗（以上郭内）、

　　　　　齋藤　円空（表）
○第34回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会
　海老原　雅（油井）、齋藤　千帆（木幡）

○ JOCジュニアオリンピックカップ第12回都道府
県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会

　菅野　真美、伊藤　凜花（以上木幡）、
　大内あかり（油井）、
○第54回全日本ボウリング選手権大会
　浅賀　一之（松岡）
○2016第８回全国女子選抜フットサル大会
　半澤麻優子（郭内）
 東北大会 
○ 2016ナスターレースチルドレン/キッズチャン
ピオンシップ東北決勝大会（スキー）

　渡邊　榛那、渡邊　優那（以上郭内）
○ 第35回東北ブロックスポーツ少年団・ミニバス
ケットボール交歓大会

　二本松ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
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お陰様で10周年！ハウスもイメチェン★
小型・中型犬のトリミング。爪切り、耳
掃除だけも可！完全予約制です。

ミニチュアダックス　3,500円～
トイプードル　　　 5,500円～

価格の一例

●ご予約・お問い合わせ…
　本宮市糠沢字光が丘1－34
　☎090-4047-0272 トリマー 大内

お陰
小型
掃除

価格

国が設立した無料の法律相談窓口、それが法テラスです

☎050-3381-3803
二本松市本町１-60-２

（駅から徒歩５分・図書館前）

予約受付：平日９時～17時  ／  相談時間：10時～16時

二本松
月曜日

弁 護 士
行政書士
社会福祉士
社会保険労務士

弁 護 士

司法書士

弁 護 士
税 理 士
建 築 士

土地家屋調査士

弁護士 弁護士

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

４月９日に行われた「市民観桜会」は、満開の
桜の下で行われ、集まった大勢の参加者は歌
謡ショーや二本松少年隊のパフォーマンス、
和雅美太鼓の演奏で大いににぎわいました。

４月９日から始まった「二本松さくら展」に
は多くの来場者が詰め掛け、初日から２日
間の来場者数は2,334人にのぼりました。

「合戦場のしだれ桜ライトアップ」は４月11
日から行われ、４月としては厳しい寒さの
中、幻想的な風景をつくりだしていました。

二
本
松
の

桜

「霞ヶ城公園のさくらまつり」は４月４日から始
まり、夜には大型ぼんぼりやちょうちんによる
ライトアップが行われ、訪れたお客様を温かく
迎えていました。


