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　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、スポーツ行事等の事業名・実施期日・対象をお知らせいたします。
　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」が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。

今年度の生涯学習／スポーツ／文化事業のご案内

満喫！ 満喫！ あだたらエクスプレス あだたらエクスプレス 
運行時間 

料金 

※天候状況により安全のため 
 運休する場合があります。 

二本松市奥岳温泉 あだたら高原富士急ホテル TEL 0243－24－2246 www.naf.co.jp/adatara/

8時30分～ 
   16時30分 

片道 
往復 

大 人 
900円 
1,600円 

小 人 
650円 
1,200円 

富士急レストハウス 

富士急ホテル宿泊 

二本松コース 
奥岳コース 
安達太良コース 

1,400円 
1,800円 
2,700円 11時30分～14時30分（要予約、前日正午までに） 

二本松市高齢者温泉等の 
利用券をご使用頂けます。 

観光ゴンドラリフト あだたらエクスプレスで安達太良山の大自然と眺望を満喫！ 

高原バーベキューランチ・ご宿泊ともに15～25名様無料送迎いたします。 あだたらエクスプレス 

高原バーベキューランチ 4～80名様 

トレッキングプラン 
11月９日まで 
（特別期除く） 

お
一
人
様 

特典 ゴンドラ「あだたらエクスプレス」往復チケット    「富士ミネラルウォーター」1本付 

平休日7,650円、休前日8,650円 
（お一人様1室3名以上でご利用の場合、2名様利用はプラス1,000円。） 

1泊 
2食 

■生涯学習課 社会教育係☎（23）5156
 社会体育係☎（23）5157
■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 ６月～11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 ６月～２月 小４～６
成人式 １月11日 新成人
▽体育事業
県民スポーツ市大会 ５月13日 一般
市民体育祭 ９月30日 一般
二本松地域対抗親善球技大会 ９月30日 一般
二本松地区対抗親善球技大会 11月３日 二本松地域
ママさん家庭バレーボール大会 11月９日 二本松地域
ママさん家庭バレーボール大会 ３月１日 二本松地域

■文化課　　 ☎（55）5154
第11回市民音楽フェスティバル 11月９日 一般
第11回にほんまつ伝統芸能祭 ２月22日 一般

■コンサートホール　　 ☎（22）5501
小山実稚恵ピアノリサイタル 10月中旬 一般

■地域文化伝承館　　 ☎（23）3120
ふるさとの民話教室 ７月～10月 一般
ほたる鑑賞会 ６月下旬 一般
観月の夕べ 10月 一般

■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
家庭教育学級 通年 児童・保護者
（二本松地区…小中学生、安達・岩代・東和 …幼稚園）
※日程等の詳細は各地域の公民館にお問い合わせ下さい。

■二本松公民館　　 ☎（23）4121
地区親善ソフトテニス大会 ６月８日 地区民
地区親善野球大会 ７月13日 地区民
地区親善球技大会 ９月14日 地区民
地区親善サッカー大会 11月９日 地区民
地区親善卓球大会 ２月15日 地区民

■塩沢公民館　　 ☎（22）1263
地区ゲートボール大会 ５・９・11月 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・10月 地区民
少年少女球技大会 ８月３日 中学生
地区親善球技大会 ９月14日 地区民
地区親善卓球大会 11月16日 地区民
地区家庭バレーボール大会 11月30日 地区民
地区夫婦バレーボール大会 ２月８日 地区民

■岳下公民館　　 ☎（22）0306
地区民大運動会 ５月25日 地区民
王座ソフトボール大会 ６月・９月 地区民
地区親善球技大会 ６月29日 地区民
岳下熟年・壮年ソフトボール大会 ９月28日 地区民
地区卓球大会 11月30日 地区民

■杉田公民館　　 ☎（22）1264
地区民大運動会 ５月25日 地区民
杉田クィーンズカップバレーボール大会 ６月 地区民
地区親善壮年ソフトボール大会 ６月29日 地区民
地区親善野球大会 ７月27日 地区民
地区親善球技大会 ８月31日 地区民
地区剣道・卓球大会 11月30日 地区民
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ホテル 〒964－0074  福島県二本松市岳温泉1－85
TEL（0243）24-2101　FAX（0243）24-2760

二本松市高齢者温泉等の利用券で！！
ごゆるりと楽しいご宿泊をお過ごし
下さいませ（日帰りにも利用可能です） 春春新緑新緑とのんびりのんびり

　　　　温泉　　　　温泉の旅 1泊2食

5月～6月

￥8,550　￥10,650　￥13,800￥8,550　￥10,650　￥13,800
【モデルコース】
◎送迎バスご希望のお客様の例
現地ご出発　　ご休憩　　名所鑑賞（10:00）

　　昼食（12:00）　　ホテルご到着（15:00）

開花
　情報

◎堤ヶ平のヒメサユリ（5月下旬～6月上旬）有料
◎大桑原のつつじ園（5月中旬）有料
◎郡山緑水苑のしゃくなげ・つつじ・花菖蒲（5月中旬～6月下旬）有料
◎奥岳遊歩道のあづましゃくなげ（5月下旬～6月上旬）
◎土合舘公園のあじさい（6月下旬～7月上旬）
◎ムトー園芸のシャクナゲ（5月上旬～下旬）

■上記価格には諸税等含まれております。■上記プラン特典として、お酒又はジュースを1本
サービスいたします。■10名様以上でお申し込みください。
■ご予約は事前にお願いいたします。■土曜・休前・特定日は除きます。
■ご希望のお客様に限りマイクロバス送迎いたします。

食事とお風呂で
贅沢なひとときをお過ごし下さい。

日帰りプラン
■10名様以上でお申込み下さい。
■休憩時間は午前11時から午後3時までとなります。
■休憩場所は宴会場となっております。
■メニュー・器等が一部変更になる場合がございます。
■ご予約は事前にお願いいたします。
■特定日は除きます。

光雲ご膳光雲ご膳光雲ご膳

姫ご膳姫ご膳姫ご膳

蕎麦ご膳蕎麦ご膳蕎麦ご膳

（税込）

（税込）

（税込）2,600円

5,300円

3,700円

www.kounkaku.co.jp

info@kounkaku.co.jp

■石井公民館　　 ☎（23）1262
地区民大運動会 ５月25日 地区民
会長杯ソフトボール大会 ６月８日 地区民
会長杯ママさんバレーボール大会 ６月８日 地区民
地区民親善球技大会 ８月31日 地区民
地区民親善卓球大会 12月14日 地区民

■大平公民館　　 ☎（22）1265
地区大運動会 ５月25日 地区民
地区男女混合バレーボール大会 ６月29日 地区民
地区親善球技大会 ９月７日 地区民
地区親善野球大会 11月30日 地区民
地区親善卓球大会 11月25日 地区民

■安達公民館 ☎（23）3721
■安達文化ホール ☎（23）3722
■渋川公民館 ☎（53）2001
■上川崎公民館 ☎（52）2001
■下川崎公民館 ☎（61）5335

▽学級・講座
あだち生涯学級 ４月～２月 一般
文化講座 ３月 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
▽イベント
こどもまつり 12月 地区民
▽体育事業
第44回安達地域300歳ソフトボール大会 ８月17・24日 地区民
第40回安達地域家庭バレーボール大会 ８月24日 地区民
A.S.C安達太良登山 10月 一般
A.S.Cスキー＆スノーボード教室 １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 ６月～11月 幼稚園児・保護者
▽青少年育成
ふるさと探検隊 ６月～２月 小学生
▽イベント
岩代地区公民館主催作品展 ２月21・22日 一般
▽体育事業
スポーツ教室 ５月～２月 小学生以上
岩代ロードレース大会 ６月29日 幼稚園以上
コミュニティースポーツ大会（ソフトボール） ８月24・31日 一般
コミュニティースポーツ大会（バレーボール） ８月31日 一般
岩代駅伝競走大会 11月２日 小学生以上

■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
家庭教育学級 ６月～２月 幼稚園児・保護者
市民講座 ９月～２月 一般
カヌー初心者教室 ７月～８月 一般
▽青少年育成
土曜探検隊 ７月～２月 小学生
▽イベント
公民館まつり ２月 一般
▽体育事業
第39回東和ロードレース大会 ７月６日 ５歳以上
第45回東和地域一周駅伝大会 10月13日 小学生以上

■各地区文化祭
第38回二本松地域文化祭 10月17～19日 一般
安達地域文化祭 11月１～３日 一般
いわしろ産業文化祭 10月18～19日 一般
東和地域文化祭 10月25～26日 一般

■二本松図書館　　 ☎（23）5082
いいにおいのするおはなし会 ４月 幼児・低学年
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
手作り絵本教室 ８月 小学生
手作り絵本展 11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
納涼おはなし会 ８月 幼児・低学年
おはなし会まつり 11月 幼児・低学年
戦争と平和を考える資料展 ７月～８月 一般
お蔵入り資料の特設展示 ９月 一般
秋の読書月間　資料講座 11月 一般


