第７回二本松市一周駅伝競走大会

出場チーム大募集！

市民の体力向上と相互の親睦を図ることを目的に、秋の二本松市を駆け抜ける『第７回二本松市一周駅伝競
走大会』を開催します。奮ってご参加ください。
※申し込み方法など、詳しくは下記までお問い合わせください。
開 催 日

11月25日(日)

表 彰 式

12：30〜

雨天決行

城山総合体育館

参加資格
・市内に住所を有する方および出身者
・市内の学校･事業所･団体等に所属または勤務している方

小 学生の部

城山運動施設区内周回コース
※８区間 9.55km
※１周1.2㎞で、１区のみ１周1.15km
※補欠選手によるタイムレースも行います。
スタート
９：00（城山総合体育館前）
ゴール予定 ９：50（城山総合体育館脇）
チーム編成 小学生のみ

中 学生・一般の部

中学生の部・一般の部

※コースは下の図参照
※８区間 24.9㎞
スタート
９：30（安達ヶ原ふるさと村駐車場）
ゴール予定 10：50（城山総合体育館前）
チーム編成
中学生の部…中学生のみ
一 般 の 部…高校生以上
※た だし中学生の部・一般の部ともに、第１区の
走者は女子となります。

中継所および区間距離

区間
１区

秋山商店前

3.0㎞

２区
３区
４区
５区
６区
７区
８区

川口バス停付近
岩南集会所前
旧菅野工業所前
藤内地会館前
上川崎13区集会所前
野辺区生活改善センター前
城山総合体育館前（ゴール）

3.4㎞
3.1㎞
2.6㎞
3.9㎞
2.2㎞
2.8㎞
3.9㎞

※女子のみ

中継所

距離

◎問い合わせ・申し込み生涯学習課スポーツ推進係☎（62）
7067
広報にほんまつ 2018.10
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二本松戊辰戦争戦没者慰霊祭

100年ぶりの慰霊祭開催
二本松藩が直接関係した戊辰戦争（いわゆる白河口の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～献奏～、黙祷、主催者挨拶、追悼の辞、献花、献唱、祭文
第２部

追悼行事

二本松北小学校児童による剣舞、二本松南小学校児童による舞踊、岳下小学校児童による居合、福島岳
風会信達支部による詩吟、あだたら混声合唱団による合唱
入場料

無料

整理券配布場所
市役所文化課、各支所地域振興課（平日の8：30から17：15まで）
※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

一般の参加者の方は市民会館駐車場には駐車できませんので、

下記の駐車場または公共交通機関をご利用ください。③、④、⑤、
⑥については、会場までの無料シャトルバスを運行します。ご利用
される方は、運行時間に遅れることのないようご注意ください。
駐車場・シャトルバスのご案内
駐車場（バス出発地）
① 二本松南小学校
② あだたら清流センター

バス出発時刻
無料シャトルバスの
運行は行いません。

③ 二本松市役所

12：40

④ 安達支所

12：40

⑤ 岩代支所

12：20

⑥ 東和支所

12：10

◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）
5154

福幸祭～手をつなごう～

第９回二本松少年隊花火大会

ドレス

日

時

11月4日（日）
11：00～福幸祭、18：00～花火打ち上げ
※荒天時は、翌日に花火のみ打ち上げ

場

所

安達ヶ原ふるさと村

入場料 無料

※臨時駐車場あり（駐車場には限りがあります）。
※二本松駅～ふるさと村間の無料シャトルバスを運行しま
す。詳しい運行時間は下記へお問い合わせください。
内 容

二本松少年隊の演劇、歌やダンスのステージ、お子さまお仕事体験な

どのアクティビティ、ふれあい動物園、グルメフェスなど
◎問い合わせ二本松青年会議所☎（22）
0556
福幸祭特設ページ：http://nihonmatsu-jc.org/303/
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福幸祭特設ページ
QRコード

二本松市結婚推進事業

二本松de婚活

マツコン

城下町「二本松」で開催する婚活パーティーです。グループ体験では、人気のハーバリウム製作体験を行いま
す。楽しいイベントで素敵なパートナーを見つけましょう。
日

時

11月11日（日） 12：30～19：00
12：30受付開始、13：30開会

場

所

内

容 14：00～ 男性は事前セミナー、女性は酒蔵

二本松市市民交流センター
見学
14：30～ グループ製作体験、フリートーク
タイム
18：00～ カップリングタイム

※フリートークタイム時には、自由に屋台・縁日
コーナーを楽しめます。
参加資格

男性30歳～50歳、女性25～50歳の独身男女

※男性は市内在住・在勤者で、当日事前セミナーに参加できる方
定

員

ハーバリウムとは？
植物標本のことで、ドライフラワーなどを専用オイ
ルに浸すことで生花よりも長く楽しめるのが特徴。
ここ数年女性を中心に注目を集めています。

男女各35人

※定員に達した後の申し込みはキャンセル待ちとなります。
参 加 費

男性8,000円、女性3,000円

申し込み方法

専用ホームページの申し込みフォームからエントリーしていただくか、指定

の申込書によりファックスにてお申し込みください。
申込期限

10月31日（水）

≪申し込みフォームURL

http://matsu-con.jp≫

申し込み用
QRコード

◎問い合わせ・申し込み二本松商工会議所青年部事務局☎（23）3211 Fax（23）
6677

写真テーマ‟そば”にあるしあわせ

二本松市公式ウェブサイト掲載写真募集
市ウェブサイトの「あなたの人生を すばらしい物語に。」というキャッチコピーにふさわしい写真を、広く募
集します。市の審査で選定した写真は、市ウェブサイトのトップ画面等に掲載し、市の情報とともに広く情
報を発信させていただきます。二本松市のすばらしさを多くの方に知っていただくためにも、たくさんのご
応募をお待ちしています。
募集期間
募集作品

10月１日(月) ～31日(水)
二本松市内で撮影した家族、友人、人と動物な
ど２人以上を撮影した写真
写真テーマ “そば”にある しあわせ
応募方法
二本松市かんたん申請・申込システムの電子申請フォー
ムに必要事項を入力の上、写真データを添付してご応募
ください。（※写真データの容量は10ＭＢ以内）
http://www.task-asp.net/cu/eg/lar072109.task?app=201800012

募集資格

・プロ・アマチュア、個人・団体の別を問いません。
・他のコンテストに応募中および応募予定ならびに過去に入賞していないものに限る、など。

※賞および副賞はありません。募集資格や作品の取り扱いなど詳しくは、市ウェブサイトをご覧ください。

◎問い合わせ秘書広報課秘書広報係☎（55）
5096
広報にほんまつ 2018.10
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二本松市戊辰150年事業

安達地方地域振興文化事業

中村雅俊コンサートツアー2018

「 ON and ON 」Vol.2 ～ Acoustic Unit ～

ドラマ「われら青春！」の主役に抜擢され俳優デビュー。歌手としては「ふれあい」が大ヒットし、歌唱力は織
り込み済み。俳優として活動しながら、歌手としても精力的に活躍しています。世代を問わず魅了する歌声
を存分にお楽しみください。
日

時 12月９日（日） 開場16：15

会

場

入場料

開演17：00

二本松市民会館
前売券3,000円

当日券3,500円

※前売り完売時は、当日券は発売しません。
※全席指定で、購入は１人４枚までとなります。
※未就学児童の入場はご遠慮ください（チケットをお持ちでも入
場は一切不可となります）。
※公的助成による特別料金となっています。

チケット発売開始日

10月16日（火）９：00～

※詳しい発売方法については、市ウェブサイトをご覧ください。

チケット販売時間

９：00～17：00

※販売時間は市役所文化課と文化センターが17：00まで、市民
交流センターが19：00までとなります。

チケット発売所
市役所文化課（☎55-5154）
二本松文化センター（☎23-5121）
市民交流センター（☎24-1215）
※市役所文化課と文化センターは土日・祝祭日の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。

駐車場

指定駐車場（市民会館駐車場等）には限りがあります。ご来場に当たっては公共交通機関をご利用に

なるか、お車でご来場になる場合は、極力乗り合わせてご来場くださいますようお願いいたします。
◎問い合わせ（平日の９：00から17：00まで） 文化課文化振興係☎（55）
5154

道の駅感謝祭・収穫祭

市内道の駅で各種イベントを開催
道の駅「安達」智恵子の里
日時

大感謝祭

10月14日（日）10：00～17：00

内容 和紙アートコンクール表彰式、アンパンマンショー（２回）、ビンゴ大会、手作りマルシェ、福島ファイヤー
ボンズブース、福島牛の試食、販売（豚汁、名物おこわ、焼きそば、あだたら商工会青年部屋台など）
道の駅さくらの郷
日時

収穫祭

10月20日（土）・21日（日）11：00～

内容 抽選会、販売（もちバイキング・焼きそば・かぼちゃまんじゅう・みそおでん）
21日のみ：かかしコンテスト表彰式、もちつき大会、もち振る舞い、大鍋振る舞い
道の駅ふくしま東和

収穫祭

日時

11月２日（金）～４日（日） ※開催時間はお問い合わせください。

内容

農産物品評会・表彰式、新米もちつき振る舞い、大鍋振る舞い、あぶくまふるさと

ウォーク、ステージイベント（芸能発表）、フリーマーケット、B級グルメブース、桑特産品の特売会など
◎問い合わせ
道の駅「安達」智恵子の里☎（61）3100、道の駅さくらの郷☎（68）
4770、道の駅ふくしま東和☎（46）
2113
※内容は変更になることがあります。
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