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▶

全国スポーツ大会出場選手激励金交付式

全国大会でも頑張れ！

各種スポーツの全国大会に出場する団体・個人への激励金交付式が７月24日、市役所で行われました。
交付式では、二本松市、二本松市体育協会、二本松市綱引協会から激励金が贈られ、選手を代表し、全日
本小学生男子ソ
フトボール大会
に出場する二本
松スポーツ少年
団の斎藤銀乃助
君
（二本松北小
６年 ）から 健 闘
を誓うあいさつ
がありました。

「朝河の道」
パネル展

郷土が生んだ偉人の足跡をたどる
二本松市出身の世界的歴史学者・朝河貫一博士の没後
70年に合わせた顕彰事業「『朝河の道』パネル展」が、８月
４日から12日まで市民交流センターで開催されました。
会場では、朝河博士の生誕の地や少年の頃の落書きなど、
博士ゆかりの地や生涯について写真やパネルなどで紹介
され、博士愛用の時計やキセル、メモ帳などの遺品も展
示されました。開場式が行われた４日は、朝河貫一博士
顕彰協会副代表理事の渡邊剛氏が、来場者に展示内容な
ど一点一点を丁寧に紹介しました。

来場者に朝河ゆかりの地などを説明する渡邊氏（写真左）

市内各地で夏祭り
８月は市内各地で夏祭
りが行われました。祭り
は子どもたちにとっては
一大イベントであり、そ
の気持ちを誰よりも知る
のが大人たちです。写真
は「智恵子の里安達夏祭
り」の様子で、会場には
地元の子どもたちはもち
ろん、お盆などで帰省し
た孫を連れて来場するご
家族など、多くの人でに
ぎわいました。
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未来
（あした）
への道1,000km縦断リレー

復興への思いが詰まったたすきをつなぐ

青森県から東京都まで、東日本大震災の
被災地をランニングと自転車でたすきをつ
なぐ縦断リレーは、７月24日に青森県を出
発し、８月２日に二本松市役所前中継所へ
到着しました。中継所となった市役所には
たくさんの市民の方などが応援に駆け付け
たほか、元スキー複合・長野五輪代表の荻
原次晴さん、タレントで山形弁研究家のダ
ニエル・カールさんが応援に駆け付けました。 スタート前に、市役所前で集合写真

中学生をアメリカへ派遣

市民の翼で中学生が国際交流
７月27日から８月３日までの８日間、丹野教育
長を団長に、市内の中学２年生10人がアメリカ合
衆国を訪問しました。一行は、二本松市出身の世
界的歴史学者・朝河貫一博士の足跡を訪ね、博士
が学んだダートマス大学やイェール大学などを訪
問し、国際平和のために尽力した博士の偉大な業
績を学びました。また友好都市であるハノーバー
町では、ホームステイを通じて現地の方々と触れ
合い、アメリカ文化を肌で感じる貴重な体験がで
きました。

二本松しんきん城山プールでナイトプール

幻想的な一味違うプール

8月6日、二本松しんきん城山プールで一夜
限りのナイトプールが開催されました。公共
プールとしては県内初の試みとなります。ナ
イトプールとは、色鮮やかにライトアップし
た空間で、大人の雰囲気が楽しめるプールで
す。泳ぐためではなく、空間を楽しむことや
写真撮影をすることが主な目的であるため、
ライティングに加えてかわいい浮輪やLEDラ
イトが光るボールなどが
あり、非日常的な空間と
なっていました。当日は
市内外から225名の来場
者が訪れ、普段とは一味
違ったプールを楽しみま
した。
13
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▶

二本松少年隊顕彰祭・墓前祭・城フェスタ・二本松少年隊の灯 きらめく霞ヶ城

熱気に包まれた２日間

７

４

１

２

５

６

①顕彰祭で剣舞を披露する児
童▶②奥羽越列藩グルメフェ
ス▶③相馬中村藩古式砲術▶
④灯ライブでの竹原ピストル
さん▶作文を披露する大内嵩
也君（北小６年⑤）と浦山栞さ
ん（小浜中３年⑥）▶⑦講演を
３ 行う丹羽氏

7月28日、戊辰戦争で犠牲となった二本松少年隊の顕彰祭が霞ヶ城公園で行われました。戊辰150年の節
目に、郷土を守るために命がけで戦った隊士をしのび、二本松南、岳下、二本松北の各小学校の児童が舞
踊や居合、剣舞を繰り広げました。
この日は城フェスタ二本松大会も霞ヶ城公園で行われ、第１部では迫力ある相馬中村藩古式砲術などが
披露されました。第２部は男女共生センターにて、講談師の室井琴桜氏による講談の他、「ふくしまと戊辰
戦争」をテーマにパネルディスカッションが行われました。
同時開催で行われた「戊辰150年事業～二本松少年隊の灯 きらめく霞ヶ城～」では、奥羽越列藩グルメフェ
スとして、二本松市の料理をはじめ、会津ソースカツ、村上牛コロッケ、石巻焼きそばなど、奥羽越列藩
同盟ゆかりの地の出店が立ち並び、家族連れでにぎわいました。灯ライブでは、シンガー・ソングライター
の竹原ピストルさんと、本県で音楽活動するaveさんがライブを行いました。
翌29日には、大隣寺にて墓前祭が行われました。1868（慶応4）年7月29日に二本松城が落城したことに
合わせて実施しており、三保市長と二本松藩主・丹羽家18代当主の丹羽長聰氏が、戊辰戦争戦死群霊塔へ
の献花などを行った後、少年隊に関する作文・感想文コンクールの表彰式が行われました。墓前祭終了後
に「東北における戊辰150年を想う」と題して行われた特別講演では、丹羽長聰氏が戦後の丹羽家の秘話な
どを交えながらお話しをされ、丹羽様の講演を聞こうと、遠くは関東圏からも多くの来場者がありました。

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

19−7

15−1
1−4
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わが家のアイドル

〜９月生まれのおともだち〜

就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。10月号に掲載を希望される方は、９月５日（水）までに写真とコメント（50字程
度）をお寄せください。（秘書広報課秘書広報係）
お ぐら

そう ま

ひ ぐち

小椋 颯麻くん（竹田）

ひろ と

樋口 大翔くん（油井）

平成29年生まれ/1歳

平成29年生まれ/1歳

父：絢斗さん
母：麻里亜さん
1歳のお誕生日おめでとう。猫のチャッ
ピー、犬のさやと、これからも仲良く遊
んでね♡ご飯をたくさん食べて元気に
育ってね★

父：真さん
母：有子さん
1歳のお誕生日おめでとう☆パパもママも
2人のお姉ちゃんも大翔が大好きだよ♡
これからもよろしくね♪

ね もと

りん

くわ た

根本 稟くん（新座）

な つき

桑田 那月くん（表）

平成29年生まれ/1歳

平成28年生まれ/2歳

父：旭さん
母：禎子さん
りんちゃん★1歳おめでとう♪歩くのも上
手になり、お姉ちゃん、お兄ちゃんにくっ
ついて遊んでる姿が、たくましいです！
みんな稟の笑顔に癒されてるよ～♥

父：雅生さん
母：麻衣さん
いつも可愛い笑顔でみんなを癒してくれ
る那月が大好きだよ。これからも元気に
大きくなってね！

ひらたて

こん の

わ

か

平舘 和佳ちゃん（根崎）

ふう ま

紺野 楓真くん（郭内）

平成28年生まれ/2歳

平成29年生まれ/1歳

父：強さん
母：祐佳さん
お話が上手でちょっとお調子者(笑)。
なんでもにぃにのマネをするからハラハラす
るときもあるけど、元気いっぱいのわかちゃ
んが大好きだよ！お誕生日おめでとう♥

父：修さん
母：慧子さん
いつもヤンチャな楓真くん。これからも
家族のアイドルでいてね！

すげ の

ここ あ

菅野 心愛ちゃん

平成24年生まれ/6歳 …（写真左）

茜愛ちゃん

平成29年生まれ/1歳 …（写真右）

せの あ

父：治哉さん

母：愛美さん （針道）

お誕生日おめでとう☆とってもなかよしな２人♡これからも笑顔たっぷり、パワフル全開な
２人でいてね♡大すきだよ♡

こん の

り

む

紺野 莉夢ちゃん（油井）

けい ま

本多 啓真くん（杉田町）

平成28年生まれ/2歳

平成27年生まれ/3歳

父：翔平さん
母：香弥さん
2歳のお誕生日おめでとう！お喋り上手な
りむちゃん♪優しいお姉ちゃんになって
ね♡大好きよー♡

父：典彦さん
母：鈴佳さん
3歳のお誕生日おめでとう。食べるの大好
き走るの大好きいつもパワフルけいまく
ん。笑いと幸せを運んでくる我が家の天
使です。

はしもと

かわしま

ま

お

橋本 真鳳ちゃん（沖）

15

ほん た

る

か

川島 琉楓くん（岳温泉）

平成29年生まれ/1歳

平成29年生まれ/ １歳

父：真明さん
母：由紀さん
真鳳ちゃん、1歳の誕生日おめでとう！毎
日、たくさんの笑顔をみせてくれてあり
がとう。ご飯をたくさん食べて大きく
なってね!!

父：一寿さん
母：百合恵さん
１歳の誕生日おめでとう！笑顔のかわい
い琉～くん。みんな癒されてます。これ
からもたくさん食べて、元気に育ってね。

Nihonmatsu City Public Relations, 2018.9, Japan

