平成30年度コンサートホール自主事業

鍵盤男子ピアノリサイタル
大井健、中村匡宏の２人からなる、あらゆる音楽をピアノで表現する「未来型鍵盤デュオ」。ピアノを愛す
る人に贈るスイートコンサートをぜひお楽しみください。
日

時

９月９日（日） 15：00～（開場は14：30～）

場

所

二本松市コンサートホール

入場料

前売券2,000円、当日券2,500円

※前売りで完売の場合、当日券はありません。
※全席自由です。
※未就学児童の入場はご遠慮いただきますので、ご
注意願います（チケットをお持ちでも入場は一切不
可となります）。
チケット発売開始日

８月８日（水）

チケット販売所
市役所文化課☎（55）5154
安達公民館☎（23）3721
販売時間

二本松福祉センター☎（23）4121
岩代公民館☎（55）2260

市役所文化課・各公民館
市民交流センター

東和公民館☎（46）4111

市民交流センター☎（24）1215

８：30～17：00

９：00～20：00

※市役所文化課と各公民館は土日祝祭日は販売はいたしません。市民交流センターについては、
お問い合わせください。
◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）
5154または各販売所

二本松音楽協会第87回定期演奏会

マルモ・ササキ＆ウララ・ササキ

デュオリサイタル

４歳からイタリアに住み、日本よりも海外での生活が長いという妹
のマルモ・ササキさんと姉のウララ・ササキさん。姉妹ならではの
息の合った演奏を、ぜひご堪能ください。
日

時

８月26日(日)

場

所

二本松市コンサートホール

出

演

マルモ・ササキ(チェロ)

曲

目

15：00
、 ウララ・ササキ(ピアノ)
マルモ・ササキ（チェロ）

・ヘンデルの『ユダ・マカベア』の「見よ勇者は帰る」の主題による
12の変奏曲 ト長調 WoO 45…ベートーヴェン
・チェロソナタ第2番 ト短調 op.5-2…ベートーヴェン
・前奏曲集 第2巻より『花火』
（ピアノソロ）…ドビュッシー
・アローン（チェロソロ）…ソッリマ
・ロッシーニの歌劇「モーゼ」の主題による一本の弦での変奏曲
…パガニーニ
・カルメン幻想曲…ビゼー
※曲目等変更になる場合があります｡
入場料

一般4,000円

学生500円(高校生以下)

◎問い合わせ二本松音楽協会事務局(川崎)☎090
（2795）
5646

ウララ・ササキ
（ピアノ）
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Nihonmatsu Event ＆ News
第64回 二本松の菊人形

戊辰150年 ～ 信義×二本松少年隊 ～

今年も始まる。二本松の菊人形
topic

菊人形シーズンパスポート販売中

1

今年で64回目を迎える二本松の菊人形を記念し、期間
中、何度でも利用できるお得なシーズンパスポートを販
売しています。
販売価格

大人1,000円、障がい者大人700円

販売期限

10月９日（火）

受付窓口

観光課、各支所地域振興課

パスポート発行までの流れ

※会場のチケット売り場では販売しません。

①窓口で申込書に必要事項を記入し、本人確認ができるもの（運転免許証、

保険証など）を提示。②代金をお支払いいただき、申し込み手続きは終了。③後日ご自宅へパスポー
トを送付。
パスポート利用時の注意点

パスポートの利用はご本人さまに限ります。ご入場の際に本人確認のため、

身分証の提示等をお願いすることがあります。※紛失した際の無料再発行はできません。
topic

菊人形菊着け体験

2

伝統の菊人形を支える菊師の、熟練の技を間近でご覧いただき、人形への菊着けを体験してみませんか。
日

時

８月18日（土） ９：00〜11：30

会

場

霞ヶ城公園「二本松の菊人形」会場（郭内）

対象者

菊人形・菊師の仕事に興味がある方ならどなたでもお申し込みいただけます。

講

二本松菊栄会菊師

師

受講料

申込締切

無料

申し込み方法

定

員

20人程度※定員になり次第締め切り。

８月15日（水）

観光課や各支所に備え付けの申込用紙、または市ウェブサイトに掲載の応募用紙に必要

事項を記入の上、郵送・ファックスまたは持参によりお申し込みください。
topic

３

「二本松の菊人形」グッズ好評販売中
待望の新商品発売！今年は
二 本 松 の 菊 人 形Tシ ャ ツ・
ランチバッグ・缶バッジの
他、タオルはんかち、フセ

Tシャツ｜各1,600円

ンを販売します。日本製の
かわいい菊松くんタオルは

タオルはんかち｜各600円
サイズ：W190×H190mm
綿100％
（今治産）

んかちが2種類と、菊松くん
と菊人形のフセンができま
した。お子さまにも使いや
すい大きさのタオルはんか

ランチバッグ｜各500円

ち、今までにない新しいデ
ザインのフセンをぜひお買
い求めください。
販売場所

観光課内
（市役所２階）

フセン
菊松くん｜200円
菊 人 形｜300円

缶バッジ｜100円〜

◎問い合わせ・申込先二本松菊栄会事務局（観光課内）☎（55）
5122
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NHK ‐ BSプレミアム『にっぽん縦断 こころ旅（2018秋の旅）』

市内の
「忘れられない場所、風景」にまつわる手紙を募集
ＮＨＫ-ＢＳプレミアムで放送予定の、「にっぽん縦断 こころ旅（２０１８
秋の旅）
」
。９月24日に北海道をスタートし、青森、岩手、宮城、福島、栃
木、茨城、千葉と南下し、東京湾を挟んで神奈川、静岡を目指す11週間の
旅です。番組では、皆さんからのお手紙で旅のルートを決定するため、市
内の
「忘れられない場所、風景」にまつわる手紙を募集しています。
福島県の放送予定

11月５日（月）～９日（金）

応募期限

９月24日（月・祝）必着

応募内容

住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の場所、風景にま
つわるエピソード

応募方法

番組ホームページからお申し込みできるほか、ファックスまた
は郵送でもお申し込みできます。
番組HP

www.nhk.or.jp/kokorotabi/

郵

〒150-8001

送

Fax

03（3465）1327

ＮＨＫ「こころ旅」係

◎問い合わせＮＨＫふれあいセンター☎0570
（066）
066
または☎050(3786)5000

写真提供：NHK

安達ヶ原ふるさと村公園で夏祭りイベントを開催

スタンプラリー制覇者に、カブトムシを無料でプレゼント！
安達ヶ原ふるさと村公園に、見て触れて楽しめるカブト

みんな
待って
るよ～！

ムシが大集合します。園内巡りのスタンプラリーの制覇
者
（小学生以下）
には、カブトムシをプレゼント。おいし
い屋台や大道芸、バランスアスレチック体験スペースも
あります。夏休みの思い出にご家族やお友達と一緒にお
越しください。
※プレゼントするカブトムシの数には限りがあります。
日

時

８月10日（金）～12日（日） ９：00～16：00

場

所

安達ヶ原ふるさと村公園
◎問い合わせ都市計画課公園緑地係☎（55）5130

バランスアスレチック体験の様子

戊辰150年事業

教えてください！〝 我が家の戊辰戦争 ″
ご自宅などに、戊辰戦争に関する文書、遺物などは眠っていませんか？
市では、そのような貴重な資料をお貸しいただき、可能
であれば歴史資料館での特別展示・公開を考えています。
皆さまのご連絡をお待ちしております。
※市 では、戊辰戦争で犠牲になられた337人の二本松藩
の方々と、この地で亡くなられた方々の慰霊祭を行い
ます。
開催日

11月３日（土・祝）

場

二本松市民会館

所

◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）
5154
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市内開催夏まつり情報

二本松の夏まつり
亀谷サカ天まつり
８月４日
（土）
17：30〜21：00
亀谷坂（亀谷坂周辺）
若宮夏まつり
８月４日
（土）
17：00〜21：00
若宮通り
（三浦金物店〜県信二本松支店）
郭内おらほの夏まつり
８月５日
（日）
17：00〜20：30
田中家具駐車場

もとまちの夏まつり
８月11日（土）
19：00〜22：00
本町通り（駅前上口〜銀座）
根崎の花市・竹田の花市
８月11日（土）、12日（日）
19：00〜22：00
竹根通り
智恵子の里安達夏祭り
８月12日（日）
18：00〜21：00
安達支所駐車場

ふる里盆踊り
８月14日（火）
19：00〜
地域文化伝承館
岳温泉観光仮装盆踊り大会
８月25日（土）、26日（日）
19：00〜21；00
岳温泉ヒマラヤ大通り

いわしろ夏祭り
８月13日（月）
16：00〜21：00
岩代第２体育館

第３回ビアホール × 婚活『ビア♡コン』開催

二本松で素敵な出会いを！

ビュッフェスタイルの料理を堪能しながらのフリータイムやグルー
プでのトークタイム、みんなで盛り上がるゲームなど、楽しい
企画が盛りだくさん。冷たい生ビールからソフトドリンクまで、
飲み物も充実しており、お酒が苦手な方でも参加いただけます。
素敵な出会いで、最高の夏にしましょう。
日

時

８月19日（日） 15：00 ～ 19：00（予定）

場

所

ウェディングパレスかねすい

参加資格

おおむね30歳から40歳の独身男女

※男性は市内在住・在勤者で、事前セミナー参加が必須。
※男性事前セミナーは、開催日当日の13：30から45分程度、同会場で行います。
定

員

参 加 費

60人（男女各30人）
男性7,000円、女性4,000円

申し込み方法
お申し込みフォーム（QRコード）または電話でお申し込みください。またお申し込
みの際は、同性２人１組でお申し込みください（申し込みはそれぞれ１人ずつ）。
申込期限

８月５日（日）※定員になり次第締め切り。

そ の 他

参加時の服装は自由で、二本松駅からの無料送迎バスもあります。

お申し込みフォーム

◎問い合わせ・予約ウェディングパレスかねすい☎（23）
3000
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