二本松市結婚推進事業

Ｍatchmaking Ｐarty

マッチメイキングパーティ

「二本松市結婚推進事業」としては初めてとなる市外での開催となります。ランチやデザートビュッフェを
楽しみながら、運命の出会いを探しに行きませんか。
日

時

９月24日（月・振替休日） 11：30～16：00

※受け付けは11：00から。

※男性マナーアップセミナーと女性プロフィール写真撮影会を、11：30から12：00まで行います。

場

所

サカナバル

マリスケリア郡山（郡山市中町11-2 表参道テラス１Ｆ）

※駐車場はありませんので、最寄りのパーキングをご利用ください。
参加資格

結婚をお考えで、出会いを求めている27歳から45歳までの独身男女

※男性は市内在住・在勤者、または将来二本松市内に居住を考えている方で、
当日パーティ前開催のマナーアップセミナーに参加できる方
定

員

参 加 費

男女各20人

※申し込み多数の場合は抽選。

男性6,000円、女性3,000円

申し込み方法等

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。

また参加者には抽選結果を郵送しますので、そこに記載されている指定口座へ参加費
をお振り込みください。
申込期限

お申し込みフォーム

９月10日（月）

◎問い合わせ・申し込み�ウエディングカウンター福島内/婚活サポートクラブ郡山☎024
（953）4566

東北・福島復興支援イベント『第２回 福島モトフェス』

市内に全国のバイカーが集結

震災後、福島から遠のいてしまった全国のバイカーに福島の良
さを知ってもらうため、大物ゲストを迎え市内でモーターサイ
クルイベントが開催されます。
日

時

９月23日（日） ９：00～16：00

場

所

エビスサーキット（二本松市沢松倉１）

※雨天決行

入場料

１人500円

ゲスト

原田哲也氏
（元WGP世界チャンピオン）

※小学生以下は無料です。
昨年のFMX開催の様子

ケニー・ロバーツ氏（元WGP ３年連続世界チャンピオン）他
内 容

ゲストによるトークショーの他、サーキット内での走行会・試乗会をはじめ、プロライダーによ

るFMXショーなど（バイク関連や地元物産ブースもあり）。
◎問い合わせ�エビスサーキット☎（24）
2972

2018
「二本松の四季」観光フォトコンテスト

『桜』
部門で、最優秀賞が決定

７月２日、2018
「二本松の四季」観光フォトコンテス
トの表彰式が行われ、
『桜』部門の最優秀賞ほか、各
入賞者に表彰状が贈られました。最優秀賞を受賞さ
れた作品をご紹介します。
撮 影 者 菊地 喜悦さん（中里）
タイトル 「卯月の空に花すだれ」
撮影場所 二伊滝地内
広報にほんまつ 2018.9
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戊辰150年特別企画展

二本松藩と戊辰戦争
慶応４
（1868）年７月29日に二本松城が落城してから、今年で
150年。幕末の混乱の中、のちの二本松少年隊と呼ばれる少
年を含む多くの藩士は、徳川家や奥羽越列藩同盟への信義を
貫き、新政府軍との徹底抗戦の道を進みました。今回の企画
展では、この二本松藩の壮絶な戦いの実態を改めて振り返り、
東軍として二本松藩が戦った意義を考えます。
日

時

10月６日（土）～11月25日（日）
９：00～16：30（10月６日は開場式のため10時から）
※月曜日は休館で、月曜が祝日の場合は翌日休館。

場

所

二本松少年隊最期の生存者となった武谷剛介が、
出陣の際に実際に身にまとっていた脇差

二本松市歴史資料館２階

入館料

一般：200円、高校生以下：100円

臨時休館

企画展の準備・撤収のため、下記日程で休館します。
準備のため…10月１日（月）～５日（金）、撤収のため…11月26日（月）～28日（水）
◎問い合わせ�文化課文化振興係☎（55）5154

（公社）
二本松青年会議所

創立45周年記念講演会

東国原英夫氏 講演会

『日本をどげんかせんといかん
～二本松もどげんかせんといかん～』
宮崎県知事時代に独自の方法で地域創生を成功させた政治家として、
二本松市の直面する問題や二本松を元気にするヒントを、政界、芸
能界の話を交えながら講演していただきます。
日

時

９月30日（日）
開場：13：00

会

場

入場料

、 開演：14：00

二本松市民会館

大ホール

1,000円（６歳未満無料） ※全席自由席

チケット販売

現在チケット販売中で、無くなり次第販売終了。

チケット取扱店
加藤売店、二本松商工会議所、玉家玉振堂、リュクレ石沢、
ウエディングパレスかねすい、岳温泉お宿 花かんざし、
勢州屋、石畑自動車、九頭見商店、あだたら商工会
駐車場

二本松市民会館駐車場
※臨時駐車場として、二本松工業高校と二本松南小学校も
利用可能です。
※駐車場に限りがありますので、可能な限り公共交通機関
をご利用下さい。

◎問い合わせ�（平日の９：00から17：00まで）
公益社団法人二本松青年会議所（本町・二本松商工会議所内）
☎
（22）
0556、Fax（23）
0557、https://nihonmatsu-jc.org/
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宮崎県知事就任後は、独自の感性を政治行政
に生かし、宮崎県を改革。ふるさと納税・道
路問題・ムダゼロ会議等に地方代表として選
ばれる。テレビ番組等にも多数出演し、地方
からの声を発信し続ける改革派の知事として、
地方行政をリードした。平成24年には、衆議
院選挙に日本維新の会より出馬し初当選する
も、翌年には議員を辞職。現在は、各メディ
アに出演する他、全国各地で講演会などに出
演し、地方分権のあり方や若者の政治参加を
訴え続けている。

重

陽の芸術祭2018

開催期間

（日）
〜11月25日（日）
9月9日

～ 現代アートの祭典が、今年も二本松で！～
ちょうよう

開催初日となる9月9日の「重陽」は、日本酒に菊を浮かべて不老長寿を願う節句です。二本松の花であり、
国花としても親しまれている菊を眺めながら宴を催し、菊を用いて厄払いや長寿祈願をする「重陽の節
句」
は、桃の節句や端午の節句などの５節句の中でも、最も重要な日でした。
今年の
「重陽の芸術祭」も、菊と日本酒による「重陽」を軸に開催します。

/

〜主な開催内容〜

９
９（日）

遠藤 ミチロウ（Michirou Endo)
二本松市出身。日本のロックシー
ンに衝撃を与えた伝説のパンクバ
ンド『ザ・スターリン』の中心人物
として80年代〜90年代に活躍。バ
ンド解散後はソロアーティストと
して、アコースティックギターを
抱え、全国各地を精力的にツアー。
東日本大震災以降は、「プロジェ
クトFUKUSHIMA」を発足させ、
復興支援に尽力している。

重陽の乾杯
時

間：13：00～

場

所：二本松城跡 本丸跡

内

容：遠藤ミチロウさんによるライブのほか、菊茶
で長寿を祝う乾杯などを行います。

『黒塚

今様』能

〜ダンス×謡曲×箏×三味線×胡弓×笙×能管×ハープ〜

時

間：18：00～

場

所：安達ヶ原ふるさと村 農村生活館

出

演：村澤丈児、佐藤厚子、村澤かをり、二瓶野枝

入場料：無料

/７（日）

10

～

/４（日）

11

小松美羽展

場

〜祈り〜

所
 民交流センター市民ギャ
市
ラリー＆大山忠作美術館

入場料：前売券（大人700円、小学生～高校生350円）
当日券（大人800円、小学生～高校生400円）
前売券販売所
・道の駅安達上下線

・市民交流センター

・チケットぴあ

・ローソンチケット

小松 美羽（Miwa Komatsu)
1984年長野県坂城町生まれ。幼少期より自然豊かな環境でさ
まざまな生き物と触れ合い、その死を間近で見届けてきた経
験から独自の生死観を構築、死の美しさの表現を目指す。

※前売券は９/ ９～10/ ６までの販売で、当日券は会
場でお買い求めください。
※10/7の午後１時30分から、市民ギャラリーにて小松
美羽さんによるライブペイントを実施します。

/13（土） ～ 11/25（日）

10

場

所

智恵子の生家

福井利佐展

入場料：智恵子記念館の入館料のみ。
（大人410円、小・中学生200円）
※作品展示の他、ワークショップも行います。

◎問い合わせ�㈱二本松市振興公社☎0243
（61）3100

福井 利佐（Risa Fukui)
1975年静岡県生まれ。切り絵の繊細な表現描写を用いた作品
そうてい
（本などの
を多く発表しており、広告・ポスター・映像・装幀
表紙などを考えること）など、アートワーク・コラボレーショ
ン作品を発表している。

広報にほんまつ 2018.9
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辰戦争150年事業

二本松戊辰戦争歴史シンポジウム
戊辰戦争から150年目を迎え、改めて歴史的な意義や背景、先人の思いを
考える内容での基調講演と、パネルディスカッション形式のシンポジウム
を開催します。
日

時

10月13日（土） 13：30～16：30

会

場

二本松市コンサートホール

内

容
第１部

基調講演
「数学者が見た二本松戦争」～武士道の精髄を尽くした戦い～
講

第２部

師：渡部由輝

氏

パネルディスカッション

パネラー

白河市文化財課専門学芸員

内野豊大

氏

三春町歴史民俗資料館主幹兼副館長
コーディネーター
入場料

無料

二本松市文化財保護審議会委員

※整理券が必要です。

整理券配布場所

平田禎文

整理券配布

氏

根本豊徳

ほか
氏

９月６日（木）～

市役所文化課、各支所地域振興課（土日・祝日を除く）

注意事項 ホール内でのご観覧は先着200人となりますので、それ以外の方
は、福祉センターにおいて大型モニターによる観覧となります。

渡部由輝氏

1941年秋田県生まれで、東京大学
工学部卒。大学卒業後は学習塾や
予備校で数学を教えるかたわら、
数学関係の参考書・問題集などを
発行し、
「数学は暗記科目である」
などの著書多数。学生時代から登
山と戦史研究を趣味とし、2010年
から「数学と戦争」をテーマにし
た論考をメルマガ「軍事情報」で
連載。「数学者から見た二本松戦
争」も、この軍事情報に連載され
たものを底本としている。

二本松戊辰戦争戦没者慰霊祭
二本松藩が直接関係した戊辰戦争（いわゆる白河口戦いから母成峠の戦いまで）でお亡くなりになった東
軍・西軍全ての方々のみ霊を慰めるため、100年ぶりに二本松戊辰戦争戦没者慰霊祭を挙行いたします。
日

時

11月３日（土） 13：30～15：45

会

場

二本松市民会館

内

容

第１部

式典

オープニング、黙祷、慰霊のことば、献花
第２部

等

顕彰行事

市内小学校児童による剣舞、舞踊、居合などの披露の他、福島岳風会信達支部による構成吟、
あだたら混声合唱団による鎮魂歌
入場料

無料

※整理券が必要です。

整理券配布場所

整理券配布

９月６日（木）～

市役所文化課、各支所地域振興課
※定員になり次第、入場券の配布は締め切りとさせていただきます。

駐車場 駐車場には限りがありますので、公共交通機関をご利用いただくか、臨時駐車場（市役所）など
からシャトルバスを予定しておりますので、そちらをご利用ください。
※詳細は次号の「広報にほんまつ」でお知らせします。
29

Nihonmatsu City Public Relations, 2018.9, Japan

◎問い合わせ�文化課文化振興係☎（55）5154

