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人を育てる　すこやかな　まちづくり
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。

■生涯学習課　生涯学習・スポーツ係
■二本松中央公民館（二本松文化センター）

☎（55）5156
☎（23）5121

▽学級・講座
市民講座 ５月～12月 一般
市民大学セミナー ２月～３月 一般
にほんまつ自然学習塾 ５月～２月 小４～６
▽青少年育成
なかよしチャレンジルーム ６月～２月 小４～６
平成23年成人式 １月９日 新成人
▽体育事業
県民スポーツ市大会 ５月９日 一般
市民体育祭 ９月26日 一般
ママさん家庭バレーボール大会 10月31日 二本松地域
二本松地域地区対抗親善球技大会 11月７日 一般
ママさん家庭バレーボール大会 ３月６日 二本松地域

■文化課 文化振興係�☎（55）5154�����������
劇団四季「ファミリーミュージカル」 ９月25日 一般
第13回市民音楽フェスティバル 11月７日 一般
第13回にほんまつ伝統芸能祭 ２月20日 一般

■コンサートホール　　 ☎（22）5501
ウーヴェ・コミシュケ トランペットリサイタル 10月 一般

■地域文化伝承館　　 ☎（23）3120
ほたる鑑賞会 ６月下旬 一般
観月の夕べ ９月 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
※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13日 地区民
地区親善野球大会 ７月11日 地区民
地区親善球技大会 ９月12日 地区民
地区親善サッカー大会 11月14日 地区民
地区親善卓球大会 ２月20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・11月 地区民
少年少女球技大会 ７月25日 中学生
地区親善球技大会 ９月12日 地区民
地区親善卓球大会 11月14日 地区民
地区家庭バレーボール大会 12月５日 地区民
地区夫婦バレーボール大会 １月30日 地区民

■岳下公民館 ☎（22）0306
地区民大運動会 ５月23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27日 地区民
地区少年少女チャレンジ ８月８日 地区民
岳下熟年・壮年ソフトボール大会 ９月26日 地区民
地区卓球大会 11月21日 地区民

■杉田公民館 ☎（22）1264
地区民大運動会 ５月23日 地区民
杉田クィーンズカップバレーボール大会 ６月４日～７月２日 地区民
地区親善壮年ソフトボール大会 ６月27日 地区民
地区親善野球大会 ７月25日 地区民
地区親善球技大会 ８月29日 地区民
地区剣道・卓球大会 11月28日 地区民

■石井公民館 ☎（23）1262
地区民大運動会 ５月23日 地区民
会長杯ソフトボール大会 ６月13日 地区民
会長杯ママさんバレーボール大会 ６月13日 地区民
地区民親善球技大会 ８月29日 地区民
地区民親善卓球大会 11月21日 地区民

■大平公民館 ☎（22）1265
地区大運動会 ５月23日 地区民
地区男女混合バレーボール大会 ６月20日 地区民
地区親善球技大会 ８月１日 地区民
地区親善野球大会 ９月５日 地区民
地区親善卓球大会 11月28日 地区民

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：５／９㈰、13㈭
時　　間：10：00～11：30
料　　金：900円
申込〆切：各開講日の5日前

開 講 日：５/17㈪、23㈰
時　　間：10：00～12：00
料　　金：1,300円
申込〆切：各開講日の10日前

開 講 日：５/19㈬、29㈯
時　　間：10：00～12：00
料　　金：2,000円
申込〆切：各開講日の10日前

開 講 日：５/７㈮、15㈯、25㈫
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

【すくすく元気たけのこ講座】 【手作り傘の梅雨飾り講座】

【はじめてのちぎり絵講座】 【毎月開催！一閑張講座】

要予約 定　　員：各回10人

お申し込み・お問い合わせ：二本松市和紙伝承館（☎61－3200）

※　身体障害者手帳をお持ちの方は、各料金半額となります。
体育館利用料金　専用使用　１時間につき　1,750円
お問い合わせ　　㈱安達町振興公社　スカイピア　あだたら　TEL24-3101

二本松市温泉健康保養施設

スカイピア あだたら
温泉愛称決定　「あだたら　高原温泉　空の湯」
営 業 時 間　10：00　～　21：00（最終受付時間　20：30）
定 休 日　水曜日
利用料金（税込）

大人
（高校生以上）

子供
（小・中学生）

定期利用券（３ケ月）
入館券（1日券）
回数券（12枚）
回数券（6枚）
定期利用券（３ケ月）
入館券（1日券）
回数券（12枚）
回数券（ 6枚）

10,000円
500円

4,000円
2,400円
5,000円
250円

2,000円
1,200円
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■安達公民館
■安達文化ホール
■渋川公民館
■上川崎公民館
■下川崎公民館
■安達体育館

☎（23）3721
☎（23）3722
☎（53）2001
☎（52）2001
☎（61）5335
☎（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
文化講座 ２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
※放課後教室、週末チャレンジ教室、週末子どもクラブ
▽イベント
安達公民館こどもまつり 12月11日 幼児､ 児童・生徒、一般
家庭教育人形劇公演 12月11日 幼児､ 児童・生徒、一般
▽体育事業
第7回A.S.Cあだち湖ウォーキング ５月30日 一般
第42回安達地域家庭バレーボール大会 ６月20日 安達地域
こどもスポーツ教室 ７月３日 児童・生徒
第46回安達地域300歳ソフトボール大会 ８月22･29日 安達地域
高齢者スポーツ教室 ９月11日 高齢者
第27回A.S.C安達太良登山 10月10日 一般
A.S.Cスケート体験教室 11月～12月 一般
A.S.Cスキー＆スノーボード教室 １月15･16日 一般

■岩代公民館
■新殿公民館
■旭公民館

☎（55）2260
☎（57）2111
☎（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～11月 幼稚園児・保護者
▽青少年育成
ふるさと探検隊 ７月～２月 小学生
▽イベント
岩代地区公民館主催作品展 １月29・30日 一般
合同家庭教育学級（人形劇公演） 11月5日 幼稚園児・保護者
▽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27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22・29日 一般
コミュニティースポーツ大会（バレーボール） ８月29日 一般
岩代駅伝競走大会 10月24日 小学生以上

■東和公民館（東和文化センター）
■木幡公民館
■太田公民館
■戸沢公民館

☎（46）4111
☎（46）2151
☎（47）3150
☎（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
土曜探検隊 ７月～２月 小学生
▽イベント
宝くじ文化公演（桂 三枝独演会） 11月14日 一般
公民館まつり ２月19・20日 一般
合同家庭教育学級（人形劇講演） 8月29日 幼稚園児・保護者
▽体育事業
チャレンジデー ５月26日 地区民
第41回東和ロードレース大会 ７月４日 幼稚園以上
第９回東和スポーツフェスティバル ９月12日 地区民
第47回東和一周駅伝大会 10月11日 小学生以上

■各地区文化祭
第40回二本松地区文化祭 10月15～17日 一般
第43回安達文化祭 10月31日～11月３日 一般
第27回岩代産業文化祭 10月16・17日 一般
第29回東和地域文化祭 10月23・24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
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
シッダルタ資料展 ４月 一般
こども読書月間　企画展示 ５月 児童
戦争と平和を考える資料展 ７月～８月 一般
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
秋の読書月間　資料講座 11月 一般
図書館資料講座 11月 一般

営業時間 

料金 

大人 小人

※天候状況により安全のため運休する場合があります。 

※ゴンドラ利用の方200円引となります。 

二本松市奥岳温泉 あだたら高原富士急ホテル TEL0243－24－2246  www.adatara-resort.com/ ※「広報5月号を見た」と窓口にお申し出下さい。（１組5名様まで）

片道 
往復 

大 人 
900円 

800円 500円 

1,600円 

小 人 
650円 
1,200円 

富士急レストハウス 

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） 

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 2～80名様 

トレッキングプラン 

 

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350ml 付 

平休日7,500円、休前日8,500円 
（お一人様1室4名様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 

8時30分～16時30分

日帰り温泉入浴（露天風呂）

4月24日（土）営業再開

入湯税別
特別期除く（ ）

ケータイで今すぐアクセス！
あだたら高原リゾート

メルマガ会員募集中！

あだたらエクスプレス往復券：大人1,200円、小人900円市民特別

12時～17時

▲岩代図書館おはなし会▲東和ロードレース大会


