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城山から見るか

美
術館から観るか

展
上村松園

二本松市大山忠作美術館
（300）円
一般410
（150）円
高校生以下200
（ ）内は20人以上の
団体料金

大山忠作をはじめ、横山大観、上村
松園など時代を代表する画家が描い
た さくら の名作が大山忠作美術館
に集結

中島千波

会 場
入館料

お
二本松

大山忠作

東山魁夷

◎問い合わせ…
文化課文化振興係☎（55）
5154
大山忠作美術館☎（24）
1217

高村智恵子生誕１３０年記念事業

智恵子の生家２階特別公開

智恵子を育んだ﹁生家﹂の２階を特別公
開します︒また︑期間中は奇跡といわれ
る﹁紙絵﹂の実物を記念館にて展示公開し

ます︒
明治の初期に建てられ︑清酒﹁花霞﹂を
醸造した旧長沼家︒智恵子が過ごした部
屋 が 当 時 の ま ま 保 存 さ れ て い ま す の で︑
この機会にぜひご覧ください︒

公開時間

午後１時〜４時

午前９時〜正午

さくら展期間中の土・日・祝日

公開日 ４月９日︵土︶〜５月８日︵日︶で

▲立ち入りを制限している座敷等も開放

入館料 一般四一〇円
小・中学生二〇〇円
※建物内では係員の指示に従ってください︒
◎問い合わせ⁝文化課文化振興係
☎︵ ︶５１５４
智恵子記念館
︶６１５１

☎︵

55

22

期 平成28年４月９日
（土）〜５月８日
（日）
会
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二 本松を

日

もっと 知ろう
現

地研 修会

市内の見どころを散策し、
いろいろな体験をしてみませんか

時

５月29日（日）７：50集合

17：00解散予定（市役所）
コース・見学場所（変更になる場合あり）
二本松・安達コース
霞ヶ城公園、大隣寺、智恵子の生家、和紙伝承
館（体験）、奥岳（あだたらエクスプレス→薬師
岳散策）など
岩代・東和コース
隠津島神社、羽山の里クマガイソウ、道の駅ふ
くしま東和、杉沢の大杉、日山パークゴルフ場
（体験）、宮森城跡、西念寺など
参加費 5,000円（当日徴収）
※バス代・昼食代・体験代を含む
定 員 各コースとも40人
※申し込みが定員を超えた場合は抽選
申込方法 ４月18日（月）〜25日（月）までに観光課
または各支所地域振興課に備え付けの申込用紙
に必要事項を記入の上、申し込みください。
◎問い合わせ…観光課観光立市係☎（55）
5095

オールにほんまつ
春爛漫
スタンプラリー

総額100万円
130店舗参加

二本松商工会議所とあだたら商工会は、
二本松おもてなし隊と連携してスタンプ
ラリーを実施します。
実施期間
４月１日（金）〜５月31日（火）
応募条件 参加店などで配布する所定の
台紙にスタンプ５つ押印で応募できま
す。スタンプは参加店で500円以上の
買い物で一つ押印します。

第２回
ざくざく
世界選手権開催

ざくざくのアレンジ料理を競う「ざく
ざく世界選手権」を今年も開催します。
選手権と合わせて、「第１回ざくざく踊
り選手権」も開催。テーマソング「元気に
ざくざくおもてなし」の曲に合わせて、
１番はおもてなし隊が作った踊りを、２
番は参加チームのオリジナルの踊りを披
露していただき審査します。詳しくは広
報５月号に掲載します。

街中回遊コースでの応
募は、フリーコースに
比べ当選確率が２倍!!

応募コース
街中回遊コース 二本松エリアで３つ、
安達・岩代・東和エリアで２つのスタ
ンプを集めて応募
フリーコース エリアにかかわらずス
タンプを５つ集め応募
◎問い合わせ…二本松商工会議所
☎（23）3211
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今年は
ざくざく踊り
選手権も開催

昨年最優秀賞に選ばれた
「ざくざくみたらしプリン」
道の駅安達下り線で販売中

日

程（予定）
第１回ざくざく踊り選手権
６月25日（土）
第２回ざくざく世界選手権
６月26日（日）
◎問い合わせ…観光課観光立市係
☎（55）
5095

広報にほんまつ 2016. ４

春爛漫
ちょっとぶらり！
さくらウォーキング

日 時
集 合
出 発
コース

日 時 ４月17日（日）雨天決行
集 合 県立霞ケ城公園箕輪門前
出 発 10：00（受付9：00〜）
コー ス 霞 ヶ 城 公 園 内、 見 晴 台、
蓮華寺、鏡石寺、本久寺などを
歩く約7.5ｋｍ（約２時間30分）
参加費 500円（保険代含む）
※申し込みと同時に納入
その他 ざくざく、お楽しみ抽選
会あり。昼食、飲み物は持参。
申込先 二本松商工会議所
申込締切 ４月７日（木）
◎問い合わせ…
二本松商工会議所☎（23）
3211
にほんまつ地球市民の会事務局
（企画財政課内）
☎
（55）5090

４月17日
（日）
道の駅さくらの郷駐車場
９：30
（受付8：30〜）
合戦場のしだれ桜を巡る
10㎞・４㎞コース
参加費 一般1,000円 会員700円
小学生500円 小学生未満無料
その他 昼食・保険証等は持参。ド
リンクサービスあり。駐車場は東
新殿グラウンドをご利用ください。
申込方法 ４月６日（水）までに岩代公
民館または新殿・旭住民センターま
で参加費を添えて申し込みください。
◎問い合わせ…
いわしろふれあいスポーツクラブ
事務局（岩代公民館内）☎（55）2260

バスで
by bus

−

暖かくなったから︑
春を探しに出かけてみませんか

第15回
いわしろさくら
ウォーク

−

春風に誘われて出かけてみる︒

歩いて
by walking

開花状況により運行期間が変更になる場合があります

バスで巡る
里山ガーデン号

バスで巡る
桜の名所号

−季節の花や名勝を巡る旅−

−その時に見頃な桜の名所巡り−

−二本松の名所旧跡を巡る−

期

期 間 ４月９日（土）〜24日（日）
コース・料金
（二本松駅発着）
①おてがる半日便（9：15、13：15発）
３時間/1500円（乗車記念品贈呈）
※空席ありの場合当日予約可
②たっぷり一日便（9：15発）
６時間/4,000円（紙漉き体験、昼
食代を含む）※完全予約制
③夜桜便
（18：00発）３時間/1,500円
（乗車記念品贈呈）
※空席ありの場合当日予約可
申込先 昭和タクシー㈱☎（22）1133
申込締切 乗車前日の正午まで
◎問い合わせ…観光課観光立市係
☎（55）
5095

期間 ４月９日（土）〜５月８日（日）
運行ルート 市民交流センター→二本

間 次の期間の土日祝のみ運行
４月29日（金）
〜５月８日
（日）
５月21日（土）
〜29日
（日）
６月18日（土）
〜７月２日
（土）
コース・料金
（二本松駅発着）
杉沢の大杉と会津みしらず柿の
発 祥 の 地「 西 念 寺 」な ど を 巡 る
（9：15発）６時間/4,000円（紙漉き
体験、昼食代を含む）
※完全予約制
申込先 昭和タクシー㈱☎（22）1133
申込締切 乗車前日の正午まで
◎問い合わせ…観光課観光立市係
☎
（55）
5095

春さがし号
（市街地循環バス）

松駅前→本町→安達ヶ原ふるさと村
→智恵子の生家→智恵子の杜公園→
霞ヶ城公園→霞ヶ城見晴らし台→大
隣寺→市民交流センター※昨年と
ルートが違います（10：00−15：00の
間、１時間おきに運行）

運賃
（１日フリー乗車券）
大人（中学生以上）
500円
小学生250円 乳幼児無料
※区間ごとの運賃でも乗車可
乗車券取り扱い 臨時バス車内
二本松駅観光案内所
◎問い合わせ…
福島交通㈱二本松営業所☎（23）0123
二本松観光協会☎
（55）5095

ガイドブックを持って
with a guide book
この春の市内散策のために冊子を２種類作成しました。市街地を中心に楽しむ
「ま
ち歩きマップ」と市内の花の名所を集めた
「花さんぽ」
。いずれも広報にほんまつ４
月号と同時発送しています。
◎問い合わせ…観光課観光立市係☎（55）
5095
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ふくしまアフターデスティネーションキャンペーンイベントカレンダー
15(日) 第62回安達太良山山開き
観光課観光振興係
☎(55)5122
20(金) 高村智恵子生誕130年記念事業
「琴の調べ」( 〜22)
智恵子の生家・記念館にて
文化課文化振興係☎(55)5154
29(日) 二本松をもっと知ろう
現地研修会*詳細９ページ
観光課観光立市係
☎(55)5095
羽山山開き
東和観光協会☎(66)2490

６月 June
５(日) 湯守と行く、源泉見学＆
空中散歩ツアー
※26日も開催予定
岳温泉観光協会☎(24)2310
25(土) デスティネーションキャンペーン
総決算フェスタ( 〜26)
*詳細９ページ
３年間のデスティネーション
キャンペーン(DC)の締めくく
り！ざくざく世界選手権やざく
ざく踊り選手権を開催

観光課観光立市係
☎(55)5095

17(日) 春爛漫ちょっとぶらり！
さくらウォーキング
*詳細10ページ
二本松商工会議所☎(23)3211
第15回いわしろさくらウォーク
*詳細10ページ
いわしろふれあいスポーツクラ
ブ☎(55)2260
大杉まつり
大杉緑地広場にて
岩代支所地域振興課
☎(65)2803
第11回好きです智恵子
青空ウォーク〜桜章〜
高村智恵子生誕130周年、高村
光太郎没後60周年記念事業とし
て、智恵子の生家や智恵子の杜
公園、霞ヶ城などの智恵子ゆか
りの地を巡る※雨天決行

智恵子記念館駐車場脇
9:00集合(受付8:30)
※昼食は各自持参
参加費 大人1,000円
学生 500円
定 員 50人
智恵子のまち夢くらぶ(熊谷)
☎(23)6743
23(土) 岳温泉桜まつり( 〜24)
岳温泉観光協会
☎(24)2310

５月 May
７(土) 羽山の里クマガイソウ祭り
( 〜25)

戸沢字柏久保
東和観光協会☎(66)2490
８(日) 口太山山開き
東和観光協会☎(66)2490
詳しくは、イベント主催者までお問
い合わせください。なお、開催日時・
開場は変更となる場合があります。
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14(土) あだたらイルミネーション
( 〜6/5)
あだたら高原リゾートにて
富士急安達太良観光㈱
☎(24)2141

４月 April
１
（金） オールにほんまつ春爛漫スタン
プラリー
（〜5/31）
*詳細９ページ
二本松商工会議所☎（23）3211
４
（月） 霞ヶ城公園桜まつり
（〜5/5）
※４日18:00から霞ヶ城公園広
場で点灯式
観光課観光振興係☎（55）5122
霞ヶ城公園桜・庭園ライト
アップ
（〜5/5）
霞ヶ城公園日本庭園
（無料）18:00〜22:00
都市計画課公園緑地係
☎（55）5130
９
（土） 市民観桜会
ざくざくのふるまい、和雅美太
鼓や二本松少年隊が出演しイベ
ントを盛り上げる

霞ヶ城公園（相生の滝前広場）
に
て※雨天時は城山第２体育館
会員券2,000円
（折り詰め、飲み
物付）
※当日売りなし
観光課観光振興係☎（55）5122
二本松さくら展（〜5/8）
大山忠作美術館
*詳細８ページ
文化課文化振興係☎（55）5154
智恵子の生家２階特別公開
（〜5/8）*詳細８ページ
智恵子の生家・記念館
文化課文化振興係☎（55）5154
合戦場の桜まつり（〜30）
岩代支所地域振興課
☎（65）2803
（日） ソメイヨシノやしだれ桜など二
10
本松の桜名所をめぐる!お花見
＆和菓子でいっぷくツアー
※17日も開催予定
岳温泉観光協会☎（24）2310
（月） 合戦場のしだれ桜ライトアップ
11
点灯式
（〜24）
岩代支所地域振興課
☎（65）2803
（金） 中島の地蔵桜まつり（〜25）
15
東和観光協会☎（66）2490

