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めでたく満100歳

菅野ウノさん
（針道）
・遊佐ハナさん
（油井）
この世に生を受けて一世紀。３月25日に菅野
ウノさん
（針道）
、４月８日に遊佐ハナさん
（油井）
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。菅野さんの長寿の秘訣は、
「毎日、塗り絵を
すること。
」
、遊佐さんは
「規則正しい生活をし、
自分のことは自分ですること。礼儀を大切にし、
新しいことに興味を持つこと。
」だそうです。お
二人のますますのご長寿をお祈りいたします。

菅野ウノさん

遊佐ハナさん

災害時のタクシー車両による緊急輸送に関する協定締結

災害弱者などを最優先で避難輸送

市と二本松地区ハイヤータクシー経営者協議会は３月16
日、災害時におけるタクシー車両による緊急輸送に関する
協定を締結しました。この協定により、協議会加盟の車両
44台が、災害発生時に高齢者や障がい者、乳幼児らの避難
輸送を最優先で協力していただけることになりました。ま
たこの協定では、県内の同協定では初めて、訪日外国人旅
行者も緊急輸送の対象としています。締結式には、協議会
会長の安斎文彦さん（昭和タクシー社長）と、会計の佐藤百
理夫さん（丸や交通社長）が出席されました。

写真左から、佐藤社長、安斎社長、三保市長

スカイピアあだたらアクティブパーク（SAAP）完成式典

国内初の屋内施設が完成

３月24日、広報３月号でご紹介したスカイピアあだたら
アクティブパーク（SAAP）の完成式典が同施設で行われま
した。SAAPでは、スケートボードやスポーツクライミング、
スラックラインの３種目が同時に楽しめ、クライミングの
３部門（①ボルダリング②リード③スピード）をそろえてあ
る屋内施設は国内初となります。式典終了後には、３種目
それぞれの招待選手によるデモンストレーションが行われ、
関係者らはその迫力に魅了されました。３月中は施設が無
料開放され、市内外からの多くの利用者で賑わいました。

施設内での式典の様子

ほうりん斎場
ほうりん法要ホール
東和斎場
大山斎場
福島平野斎場

2−286−1
15−1
19−7
1−4
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げんきキッズパークにほんまつ

来館者50万人達成

平成25年２月にオープンした「げんきキッズパークに
ほんまつ」の来館者が、３月27日に50万人を達成し、記
念セレモニーが開催されました。50万人目となったのは、
福島市在住の看護師・石川香さんと、長女の六花ちゃん、
長男の盟くん、次女のまど花ちゃん、石川さんの姪の叶
夢ちゃんの５人でした。石川さんご家族は、キッズパー
クができたばかりのころからよく利用されているそうで、
「これからも利用させていただきたいです。
」とコメント
を寄せられました。

50万人目となった石川さんご家族ら

戊辰150年をPRするのぼり旗を披露

二本松の信義を市内外へ伝えるために
戊辰戦争から150年目にあたる今年、二本松市戊辰150
年事業実行委員会は、PR用のポスターとのぼり旗を製
作し、４月５日に行われた霞ヶ城公園安全祈願祭終了後
にお披露目されました。製作されたのぼり旗は、
「丹羽
二本松藩」
「伝えよう二本松の信義 貫く心を未来へ」など
と書かれた合計５種類で、霞ヶ城公園内やJRの駅前など
の市内の他、市外にも設置し、広くPRしていきます。
またこの日は、岳温泉観光協会が製作したのぼり旗も一
緒に披露されました。

披露された戊辰戦争150年をPRするのぼり旗

市内小・中学校で入学式

期待膨らむ春の校舎
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394人、中学校
７校で468人の児童・生徒が入学し、先生や上級
生、地元の方々に温かく迎えられました。写真は
安達太良小学校の新１年生の教室でのひとコマで、
入学式の式典を前に、名前を呼ばれたときの返事
の練習をしている場面。先生の合図とともに、10
人の新１年生たちは、校舎中に響き渡るほどの大
きな声で返事をしていました。

５月の講座のご案内

要予約

定員：和のコースター12人、
とんぼ玉ネックレス12人、
一閑張12人

※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。

【和のコースター（１回講座）】

開講日・時間
（※裁縫道具持参）
５/13㈰ 13：00〜15：00
５/14㈪ 13：00〜15：00
料
金：２,000円
申込〆切：各開講日の５日前

【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。

【とんぼ玉ネックレス（１回講座）】
開講日・時間
５/20㈰ 13：00〜15：00
５/21㈪ 13：00〜15：00
料
金：2,000円
申込〆切：各開講日の５日前

【毎月開催！一閑張講座】
開 講 日：５/19㈯、25㈮、29㈫
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

お申し込み・お問い合わせ：二本松市和紙伝承館（☎61−3200）
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道の駅
「安達」
智恵子の里・ふるさと村・スカイピア

高村智恵子
生誕祭
★各店舗にて開催中★
道の駅安達にて 期間限定
お得な智恵子記念館
入館券販売中！!
お問い合わせ：道の駅安達（二本松市振興公社）☎0243-61-3100

樋口達哉さんが二本松市観光大使に！
４月７日、県立霞ヶ城公園内で
「霞ヶ城公園観
桜会」が行われ、大勢の市民らが、満開の桜の下
で歌や演技を楽しみました。観桜会の開会式では、
サプライズゲストとして樋口達哉さんが登場し、
二本松市では女優の大山采子さんに次いで２人目
となる観光大使に委嘱されました。
〜 樋口達哉さんのプロフィール 〜

二本松市油井出身のオペラ歌手。武蔵野音楽大学大学
院修了後、イタリアミラノに留学。これまでに、リクルー
ト・スカラシップ獲得やＥ．カルーソー国際声楽コン
クール最高位等、受賞歴多数。樋口さんは国内外で活躍
しており、海外では、1998年にハンガリー国立歌劇場で
ヨーロッパデビュー後、世界各地で活躍し、2010年には、
サン・ピエトロ大聖堂（バチカン）における『レクイエム』
公演で大成功をおさめている。イタリアの太陽を想わせ
る輝きのある声と華をもつ、日本を代表するテノールと
して多くのファンを魅了している。

観桜会のステージ上で委嘱状を手にする樋口さん（写真右）

市内各地で、桜のライトアップ
例年よりも早い桜の開花を迎えた市内では、各地で夜桜を楽しもうと、桜のライトアップが実
施されました。暗闇の中で光に照らされた夜桜は、昼間とは違った色味となり、目にした市民の
心を和ませました。

霞ヶ城公園のライトアップ。三ノ丸広場を中心に、ちょうち
ん約250個などが灯され、５月６日まで実施している。

４月に行われた合戦場のしだれ桜ライトアップ。暗闇の中に
突如現れる光景は圧巻。

ロープウェイで残雪の残る安達太良山へ《あだたら山ロープウェイ》

絶景の露天風呂

◆ 営業期間
平成30年４月21日㈯〜
11月４日㈰まで毎日運行
◆ 営業時間
８時30分〜16時30分
（上り最終15：50／下り最終16：20）

◆料 金
片道 大人1,000円・小人 750円
往復 大人1,700円・小人1,300円
二本松市奥岳温泉

あだたら高原リゾート

TEL 0243-24-2141
http://www.adatara-resort.com

《あだたら山奥岳の湯》
●営業時間 10時〜17時（年中無休）※メンテナンスによる休業日あり
４月21日〜11月４日は20時まで
●料
金 大人 600円 小人 400円
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地域おこし協力隊に
委嘱状を交付
市内では、現在６人の地域おこし協
力隊が活動しています。地域おこし協
力隊とは、都市部などから地方へ移住
し、地域活性化の活動に取り組んでも
らう方々です。
４月１日付けで委嘱状を交付された
隊員をご紹介します。
◀写真左から
すず き

ゆう た

※カッコ内は主な勤務場所

鈴木 祐太さん
（岳温泉観光協会）
⇒左上の丸枠の方
さか べ

み き

酒部

美希さん
（道の駅さくらの郷）

樋口

陽子さん
（道の駅ふくしま東和）

ひ ぐち

まる た

丸田

も うえ

馬上

いたばし

板橋

よう こ

ひ か り

陽加里さん
（岳温泉観光協会）
たく み

拓海さん（スカイピアあだたらアクティブパーク）

じゅん や

諄也さん
（道の駅ふくしま東和）

集落支援員に委嘱状を交付
市内では、現在５人の集落支援員が
活動しています。集落支援員とは、中
山間地域の集落を巡回し、各世帯の状
況把握や集落の共同作業手伝い、困り
ごと相談など幅広い分野で支援する
方々です。また今年度より、岩代・東
和地域については、毎月１回の広報紙
等の配達もしていただきます。
４月１日付けで委嘱状を交付された
支援員をご紹介します。
写真左から
たけやま

※カッコ内は担当地域

とうじゅ

竹山

統樹さん（東和地域）

大内

宗幸さん（岩代地域）

遠藤

俊子さん（岩代地域）

佐藤

栄子さん（岩代地域）

菅野

栄和さん（東和地域）

おおうち
えんどう
さ とう

すげ の

▶

むねゆき
とし こ
えい こ

えいかず

やすらぎの丘

全日本葬祭業協同組合連合会加盟

丸又ふれあい会

有限
会社

会員募集中

葬儀のすべてのご相談・ご用命は

丸又葬儀社

本
店／〒964-0917 福島県二本松市本町2丁目99-2
二本松斎場／〒964-0875 福島県二本松市槻木257-5
フリーダイヤル
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☎0243−22−5598

0120−03−5598

