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東北の刺し子
日本ヴォーグ社/編
（日本ヴォーグ社）
東北に古くから伝わる「津軽こ
ぎん刺し」「南部菱刺し」「庄内
刺し子」を紹介。ピンクッショ
ンや巾着、ミニバックなど、
かわいい作品が作れます。

きょうはパーティーのひ
樋勝 朋巳/文・絵
（福音館書店）
人気絵本「きょうはマラカスの
ひ」に続く最新作。今回はなん
と、クネクネさんの職業が明ら
かになります。ゆかいなクネク
ネさんの世界へようこそ♪

二本松図書館　☎（23）5082
休館日　６月５日（月）、12日（月）、19日（月）、
　26日（月）～７月３日（月）システム更新
おはなしのへや
　日　時　６月３日（土）　11：00～11：30
　場　所　二本松図書館　１階児童コーナー
　内　容　「おおかみ！」
おひざにだっこ
　日　時　６月15日（木）　11：00～11：20
　場　所　二本松図書館　１階児童コーナー
　内　容　赤ちゃんとお母さんのためのおはなし会
♪二本松図書館では、おはなしボランティアを募集しています。

岩代図書館　☎（55）3255
休館日　６月５日（月）、12日（月）、
　19日（月）～７月３日（月）蔵書点検・システム更新
おはなし会
　日　時　６月17日（土）　10：00～11：00
　場　所　旭住民センター　１階和室
　内　容　ゲーム、読み聞かせ、つくってあそぼうなど

６月の消費生活相談日

５月の市内商品価格 ～お買い物の目安にしてください～

６月４日から10日は

危険物安全週間 です 専門の相談員を配置し、悪質な訪問販売
や勧誘行為、契約等のトラブル、多重債務、
架空請求などの相談を受け付け、問題解
決のための助言やあっせんなどを行って
います。業者とのトラブルや商品・サービ
スについて疑問を感じたときは、お気軽
にご相談ください。

私たちの暮らしの中で身近にある危険物、ガソ
リンや灯油などの燃料は、取り扱いを誤ると大
きな事故につながります。
この機会に次の点を再確認しましょう。

◎問い合わせ…
　安達地方広域行政組合
　消防本部・北消防署☎（22）1211

１．火気の近くで使用して
　　いないか。

２．貯蔵する容器は、
　　基準に適合したものか。

３．換気の良い場所に
　　保管しているか。

４．直射日光の当たる場所に
　　置いていないか。

◎問い合わせ…
　生活環境課市民生活係☎（55）5102

相談時間　
９：00～12：00
13：00～15：00

火曜日 金曜日
２日

６日 ９日
13日 16日
20日 23日
27日 30日

図書館だより　Nihonmatsu City Public Library
今月は二本松図書館の新着本をご紹介します。

アルカリ性温泉でお肌ツルッツルッ！
二本松市の温泉等利用券が使えます！

大玉村直営の温泉宿泊施設

≪ご予約・お問い合わせ≫

TEL:0243-48-2026
FAX:0243-48-4554　大玉村玉井字前ヶ岳国有林7林班に13小班

≪営業時間≫　…年中無休…
・入浴　AM9:00～PM7:30　大人400円
・休憩　AM9:00～PM4:00　大人950円(大広間)
・宿泊　PM3:00～翌日AM10:00
　　　　1泊2食付で大人７,６５０円より

≪無料送迎≫ 
　宴会…15名様以上　
　宿泊…少人数でも

（1室3名以上・入湯税込）

ご宴会料理一例：御膳4,200円

上　
も

（1室3名以上・入湯税込）

ご宴会料理一例：御膳4,200円

アルカリ性温泉でお肌ツルッツルッ！
二本松市の温泉等利用券が使えます

大玉村直営の温泉宿泊施設

≪ご予約・お問い合わせ≫

≪営業時間≫　間 …
・入浴 AM9:0
・休憩 AM9:0
・宿泊 PM3:0

1泊2食

≪無料送迎≫
宴会…15名様
宿泊…少人数

品　目 規　格 今月調査
平均価格（円）

３月調査
平均価格（円）

対３月比
（％）

塩さけ 甘塩切身100g 166 172 ▲ 3.4
キャベツ １kg 209 196 6.6
豚肉 もも肉中100g 191 185 3.2
鶏卵 Mサイズ１パック10個入り 208 196 6.1
みそ 赤みそ１kg 345 303 13.8
砂糖 上白糖ポリ袋１kg入り 218 219 ▲ 0.4
灯油 白灯油18L（配達） 1,465 1,455 0.6
LPG 家庭用10m3使用価格 7,862 7,725 1.7

二本松市智恵子の森団地内に１月オープン!!

民家レストラン  縁結び
■ランチタイム（11：00～14：00）
　★ランチ（パスタorピザ＋小サラダ、コーヒー付）…￥980
　★ランチセット（パスタorピザ＋サラダ、スープ、デザート、ドリンクバー付）…￥1,200
■ディナータイム（18：00～22：00　L.O21：00）
　一品料理他 アルコール各種あり【※夜の部要予約】

ご予約
お待ちしております!!

二本松市智恵子の森２丁目８番地
TEL 080-5574-0629

智恵子の森団地入口

●スーパー ★
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01　平成29年度松竹特別公演
　　 『妖麗　牡丹燈籠』

02　二本松しんきん城山プール
　　 からのお知らせ

03　市民講座
　　 『はじめての水中運動教室』受講生募集

華やかな雰囲気を持つ、女優であり二本松市観光大使の一色采子
さんをはじめ、山本陽子さん、佐藤Ｂ作さん、前川泰之さん等の出
演による、妖艶で華麗な舞台『妖麗　牡丹燈籠』をぜひご覧ください。

日　時　８月21日（月）　　14：00開演（13：15開場）
場　所　二本松市民会館
入場料　Ｓ席：5,000円　Ａ席：4,000円※税込み、全席指定
チケット販売開始　６月20日（火）　９：00～
販売枚数　先行予約販売を除く600席。
販 売 所　文化課☎（55）5154、市民交流センター☎（24）1215、
　　　　　二本松文化センター（中央公民館）☎（23）5121
販売時間　 文化課と文化センターは17：00まで（土日・祝日を除

く）、市民交流センターは20：00まで。
注意事項　・  主催者都合で公演が中止になった場合を除いて、

チケットの払い戻しには一切応じられません。
　　　　　・未就学児童の入場はご遠慮ください。
　　　　　・  駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

■休憩時間の設定について■
　 ６月１日より、プール設備の安全確認等のため、
１日４回（各10分間）の休憩時間を設けます。ご
理解とご協力をお願いします。
　　１回目：11：00～、２回目：13：00～
　　３回目：15：00～、４回目：17：00～

■健康づくり教室を開催します■
　体力の向上や健康増進のため、教室を開催します。
　開 催 日　６/１（木）から７/19（水）まで

教室名 曜日 開始時間

プールを利用
した教室
※水着・水泳
　帽子着用

水泳ワンポイント
アドバイス 月 14：00
アクアビクス 火 10：00
初めてのプール 水 14：00

水中ウォーキング 水 10：00
19：00

木 14：00
多目的室を利
用した教室
※ 運動できる
服装

ヘルスアップ 月 10：00
火 14：00

ストレッチ 木 10：00金
　受講時間　各回30分
　受講料金　プール利用料金のみで参加できます。
　参加資格　 市民または市内に在学中の方、また

は市内事業所にお勤めの方。
　参加方法　当日会場でお申し込みください。
　　　 ◎問い合わせ…二本松しんきん城山プール
　　　　　　　 　　　☎（24）7555

■肩・膝・腰痛改善コース（全４回）■
　 水中では浮力により、膝や腰などの関節にかかる
負担が少なく、安全で効果的な運動をすることが
できます。楽しく健康維持増進を図りましょう。
　開催日　6/19（月）、6/26（月）、7/5（水）、7/10（月）
　時　間　11：00～正午
■アクアビクスコース（全４回）■
　 音楽に合わせて身体を動かすことで、心肺機能
の向上、体力アップ、脂肪燃焼が期待できます。
泳ぐのが苦手でも楽しめる水中運動です。
　開催日　6/23（金）、6/30（金）、7/7（金）、7/14（金）
　時　間　19：00～20：00

会　　場　二本松しんきん城山プール
受講料金　各コース1,000円（プール利用料別途）
参加資格　市民または市内事業所にお勤めの方。
定　　員　各コース20人（応募多数の場合は抽選）
講　　師　プール指導員
申込期限　６月12日（月）
持 ち 物　水着、水泳帽子、タオル
申 込方法　各公民館・図書館に備え付けの申し込
み用紙に記入の上、各公民館に持参、ファック
スまたはＥメールにてお申し込みください。
◎問い合わせ…
　二本松中央公民館（文化センター）
　☎（23）5121　Fax（22）7171
　Ｅメール：shogaigakushu@city.nihonmatsu.lg.jp

◎問い合わせ…文化課文化振興係☎（55）5154
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二本松市結婚推進支援事業

01　道の駅さくらの郷で貸し切りイベント
　　 道の駅、出会いの駅。～インドア派の方へ～
今年の春にグランドオープンした道の駅さくらの郷を貸し切り、特別な夜をセッティ
ング。お酒を楽しみながら、石窯の火にあたり、星を眺める…そんな空間の中で、
インドア趣味の方にお集まりいただき、趣味から始まる出会いをサポートします。

03　二本松で素敵な出会いを
　　 ビアホール×婚活　第２回『ビア♡コン』
「ビア♡コン」は、ビアホールスタイルの婚活パーティー。冷たい生ビールや料理長
こだわりの美味しい料理を堪能しながら、素敵な出会いをお楽しみください。グルー
プでのトークタイムやゲーム等、楽しい企画もご用意しています。ノンアルコール
ドリンクも充実していますので、お気軽にご参加ください。

02　運命の赤い糸を探しに
　　 『Welcome 二本松de婚活』

日　時　　６月24日（土）18：00～21：30　　会　場　　道の駅さくらの郷
定　員　　男女各10人　参加費　男性・女性とも3,000円
参加資格　20歳～45歳の独身男女
　　　　　※男性は二本松市在住、または市内に勤務されている方。
　　　　　　男性は事前セミナーにご参加いただきます。（イベント同日に開催）
その他　　 二本松駅から送迎バスをご準備します。帰りは、東和支所、岩代支所、安達支所を

経由し二本松駅に戻ります。
申込方法　 住所・氏名・性別・年齢・電話番号を、電話、FAXまたはメールにてお申し込みく

ださい。
◎問い合わせ・申し込み…企業組合さくらの郷☎（68）4770、FAX☎（24）8166
　　　　　　　　　　　　メールからのお申し込み　https://fukuiwa.jimdo.com/

日　時　　７月30日（日）14：00～　　会　場　　ウェディングパレスかねすい
定　員　　男女各30人（先着順）　
参加資格　おおむね30歳～40歳の独身男女（同性２名１組での申し込みで、一人での参加は不可）
　　　　　※男性は二本松市在住、または市内に勤務されている方。
　　　　　　男性は事前セミナーにご参加いただきます。
　　　　　　男性セミナー：７月23日（日）10：00～　ウェディングパレスかねすいにて１時間程度
参加費　　男性5,500円　女性3,500円　　申込受付期間　６月１日（木）～７月９日（日）
その他　　二本松駅まで無料送迎バスが出ますので、申し込みの際にお伝えください。
申込方法　申し込みフォーム（ＱＲコード）または電話にてお申し込みください。
◎問い合わせ・申し込み…ウェディングパレスかねすい☎（23）3000、 FAX☎（23）0580
　　　　　　　　　　　　Eメール：wp.kanesui@gmail.com

日　時　　７月23日（日）13：30～　　会　場　　アーバンホテル二本松
定　員　　男女各20人　　
参加資格　30歳～50歳の独身男女
　　　　　※男性は二本松市在住、または市内に勤務されている方。
　　　　　　男性は事前セミナーにご参加いただきます。
　　　　　　男性セミナー：７月13日（木）19：00～　二本松商工会議所にて１時間程度（全員参加）
　　　　　　女性セミナー： ７月12日（水）19：00～　市民交流センターにて１時間程度（希望者のみ）
参加費　男性6,000円　女性3,000円　　　申込受付期間　６月１日（木）～30日（金）
その他　 詳しくは二本松商工会議所ホームページhttp://www.nihonmatsu-cci.or.jpまたは下記

までお問い合わせください。
◎問い合わせ・申し込み…二本松商工会議所☎（23）3211

〈 申し込み用
 QRコード〉
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暮らしの情報
Information on living

休日当番医

休日歯科当番医

今月の表紙 （17ページに関連記事掲載）

受付時間
9：00～11：30/14：00～16：30

受付時間
10：00～11：30/13：00～15：30

水道修繕当番

献血
～400ml献血にご協力ください～

納税　納期限：６月30日

・急な場合を除いて、できるだけ時間に余裕を持って受診願います。
・小印は、小児科当番医療機関
・当番医が変更になる場合がありますのでご注意ください。

休日緊急歯科当番医は、緊急な場合の応急処置的な治療を目的に開設して
います。緊急を要しない場合や高度な治療を必要とする場合は、通常の開
業時間に受診ください。なお、当番医が変更になる場合がありますのでご
注意ください。

二本松・安達地域　㈱ＪＰアクア　☎（24）8155
岩代地域　　　　㈲佐藤設備工業　☎（55）2152
東和地域　　　　㈲キマル設備　　☎（46）3511

　旭小学校運動会で玉入れ競技をする１・２年生の様子。
この日は晴天に恵まれ、真っ青な空に向かって、紅白の
玉を一生懸命投げる児童たち。小さな女の子が頑張って
玉を投げるものの、なかなかカゴに届かず、思わずカゴ
を下げてあげたくなるような、そんなかわいらしい玉入
れでした。

市民税および県民税　（１期）

 6月 4日（日）（医）博愛会　東和クリニック小 針 道 ☎（66）2122

（医）成美会 鈴木皮フ科クリニック 本 町 ☎（22）6877

（医）渡辺クリニック 本宮市高木 ☎（34）3311

 11日（日）（ 医 ）三 浦 内 科 医 院 亀 谷 ☎（23）3883

ば ば ク リ ニ ッ ク 油 井 ☎（24）7122

（医）上遠野内科医院小 本宮市本宮字荒町 ☎（33）5866

 18日（日）かさい小児科クリニック小 油 井 ☎（22）8800

二本松市岩代国保診療所 百 目 木 ☎（56）2461

池 田 眼 科 医 院 本宮市本宮字仲町 ☎（34）4100

 25日（日）（医）森小児科医院小 郭 内 ☎（22）3215

（医）辰星会　枡病院 本 町 ☎（22）2828

吉田耳鼻咽喉科医院 本宮市本宮字万世 ☎（34）1330

 7月 2日（日）土 川 内 科 小 児 科 小 槻 木 ☎（22）6688

（独）地域医療機能推進機構二本松病院 成 田 町 ☎（23）1231

やなぎほり皮膚科クリニック 本宮市高木 ☎（24）1028

6月 4日（日） 岩 本 歯 科 医 院 本 町 ☎（22）0033

 11日（日） 岩 﨑 歯 科 医 院 藤 之 前 ☎（22）8500

 18日（日） し み ず 歯 科 医 院 東 裏 ☎（22）9090

 25日（日） 伊 藤 歯 科 医 院 金色久保 ☎（22）2277

 7月 2日（日） 安 齋 歯 科 医 院 東 町 ☎（22）0724

ごみ収集

今月は、祝日等による
ごみ収集の休みはありません。
※ ごみを出すときは、決められたごみ収集所
に、きちんと分別して出しましょう。
　　◎問い合わせ…
　　　もとみやクリーンセンター☎（33）5499
　　　生活環境課環境衛生係☎（55）5103

　献血の際は、献血カード、献血手帳または
本人確認のできる証明書（運転免許証・健康
保険証）等をご持参ください。

期日 実施時間 場所 地域

１
（木）

9：00～10：30 福島県農業共済組合安達支所 二本松

16：30～17：30 ＪＡふくしま未来安達支店
安達

８
（木）

9：00～10：30 ㈲昭和自動車整備工場
16：00～17：30 ㈱マルコ物流 二本松

13
（火）

9：00～10：30 高橋電機㈱ 安達

12：00～13：30 ㈱礒野製作所二本松工場 二本松
14：30～17：00 福島サンケン㈱

※会場の都合により実施時間を変更する場合あり。
※駐車場に限りがある場合あり。

◎問い合わせ…健康増進課予防係
　　　　　　　　　　　　☎（55）5109


