第23回智恵子のふるさと小学生紙絵コンクール

金賞受賞作品を紹介

福島県内および、高村光太郎が晩年過ごした岩手県花巻市内の小学校197校の児童から、2,951点の応募
作品があり、金賞６点、銀賞６点、特別賞６点、優秀賞60点、佳作60点の作品が入賞しました。金賞を
受賞した６作品を紹介します。なお金賞、銀賞と特別賞の作品を、次の日程で展示しています。
展示期間

11月25日（日）まで

展示場所

智恵子記念館

※智恵子記念館への
入館料が必要

３年生の部 「花火大会」
三春町立沢石小学校 飛田倖菜さん
２年生の部
「夏はやっぱり花火とかき氷」
いわき市立小名浜東小学校
馬目直大くん

１年生の部 「ふじさん」
白河市立釜子小学校 吉田壮佑くん

５年生の部
「ひ い お ば あ ち ゃ ん
のひまわり」
福島市立飯野小学校
髙橋心美さん
４年生の部 「たん生日」
喜多方市立熱塩小学校 小椋葉月さん

二本松市結婚推進事業

第８回Welcome

二本松de婚活

６年生の部
「フクギ並木を自転車散歩」
郡山市立桃見台小学校
木村 栞さん

X'mas Party

日

時

12月1日（土） 13：00～18：00（12：30受け付け開始）

場

所

二本松御苑

内

容 トークタイム、フリータイム、体験イベント、ビュッフェスタ

イルディナー、マッチング発表
参加資格

28歳～40歳代の独身男女

※男性は市内在住・在勤者で、事前セミナーを受講することが条件。
定

員

男女各20人程度

※申し込み多数の場合は抽選となります。

参 加 費 男性7,000円、女性3,000円
申し込み方法
申込期限

電話またはＱＲコードからお申し込みください。

11月9日（金）

※詳しくは、あだたら商工会ホームページまたは下記までお問い合わせください。

QRコード

◎問い合わせ・申し込みあだたら商工会☎（23）5854 Fax（22）
4438
広報にほんまつ 2018.11
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「三ノ丸御殿」
の復元・再現に向けて

二本松城に関する文献、古文書、歴史資料はございませんか？
二本松城は、日本100名城の一つに数えられる名城で、その城内の三の丸には、かつて「三の丸御殿」が存在
しました。
慶応４
（1868）年、戊辰戦争二本松の戦いで、二本松少年隊の悲話とともに落城・燃失した「三の丸御殿」。現
在は、菊人形の会場などで三の丸御殿跡地を使用していますが、市ではこの三の丸御殿を復元・再現するこ
とが、二本松城のシンボルとして、また歴史・文化・観光の拠点として重要な意義を持つと考えています。
今後、三の丸御殿復元・再現の詳細な調査研究を進めていく上で、二本松城に関する文献・古文書・歴史資
料などが必要となってきます。心当たりのある方は、下記までご連絡ください。

二本松御城図

◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）
5154
二本松市公設地方卸売市場

市場まつりで旬の味を堪能ください
二本松市公設地方卸売市場では、市民の皆さまの日ごろの
ご愛顧への感謝を込めて「市場まつり」を開催します。安全・
安心な地元の野菜や旬の果物などを特別価格で販売するほ
か、各産地の野菜や果物、水産物が盛りだくさんです。お
誘いあわせの上、ぜひご来場ください。
日

時

11月11日（日）
６：30～９：00

場

所

二本松市公設地方卸売市場（中里67番地１）

内 容

新鮮な野菜の詰め放題、サンマの詰め放題、マグ

ロの解体・即売など

昨年の市場まつりの様子

※入荷状況によっては内容の一部が変更になる場合があります。
◎問い合わせ松印二本松青果㈱☎（23）
3300 農政課総合農政係☎（55）5116
35
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第30回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会

ゼッケン№9二本松市チームを応援しよう
県内の市町村が栄光をかけて白河～福島間をたすきでつなぐ「ふくしま駅伝」が今年も開催されます。
市内の主な通過箇所は下記のとおりです。選手たちへのご声援をお願いします。
開催日

１１月１８日（日）

※ランナー通過時は交通規制
となります。コース周辺に
お住まいの方や通行される
方には大変ご不便をお掛け
しますが、皆さまのご理解
とご協力をお願いします。

二本松市一周駅伝競走大会

交通規制のお知らせ
一周駅伝開催日

11月25日（日）

駅伝競走大会開催に伴い、各所において
交通規制が行われます。コース周辺にお
住まいの方や通行される方には大変ご不
便をお掛けいたしますが、皆さまのご理
解とご協力をお願いします。
なお、コース全線においてランナー通過
時は、ランナーの順行方向が交通規制と
なります。周辺を通行される際は、交通
整理員の指示に従ってください。また、
コース上やゴール付近の城山テニスコー
ト周辺の公道には、レースに支障を来す
ので車両の駐停車はしないでください。
市内の主な通過箇所
（通過予定時刻）は右
の表のとおりです。選手へのご声援をお
願いします。

二本松一周駅伝の主な通過箇所（通過予定時間）
【中学生・一般の部】
区

距離
（km）

１区
３．
０
（女子区間）
２区

３．
４

３区

３．
１

４区

２．
６

５区

３．
９

６区

２．
２

７区

２．
８

８区

３．
９

区

間 （中継場所）

スタート 安達ヶ原ふるさと村

通過予定時刻

９：30

第１中継所 秋山商店前

９：40～９：48

第２中継所 川口バス停付近

９：52～10：03

第３中継所 岩南集会所前

10：03～10：20

第４中継所 旧菅野工業所前

10：12～10：31

第５中継所 藤内地会館前

10：24～10：49

第６中継所 上川崎13区集会所前

10：34～10：51

第７中継所 野辺区生活改善センター前 10：44～11：05
ゴール

城山総合体育館前

10：57～11：18

※各中継所において、先頭通過より15分経過後に繰り上げスタート
※第７中継所においては、先頭通過より10分経過後に繰り上げスタート

◎問い合わせ生涯学習課スポーツ推進係☎（62）7067
広報にほんまつ 2018.11
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菊人形会場内がおもしろい！
菊人形の開催期間中、会場内ではさまざまなイベ
ントや特典を用意しています。
「今年はまだ行っていない」
という方は、ぜひ足を
お運びください。

孫といっしょにキャンペーン
菊人形期間中、おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に二本松の菊人形
会場へ入場した方には、菊松くんの缶バッチ、またはMumフェスティ
バル内で毎週水曜日と日曜日に開催している子ども縁日で使えるチ
ケット
（100円分）
をプレゼントします。
期 間
11月25日
（日）
まで
対 象
おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に入場した方
（年齢制限なし）

にほんまつマムフェスティバル
近年、母の日やブライダルなどでも使われ人気となっているマム
（洋菊）
。菊のまち二本松が誇る
品質の良いおしゃれなマムを使った新たなイベント“マムフェスティバル”では、菊人形会場内に
フラワーウォールやシンボルオブジェなどのフォトスポットを設置している他、迷路やワーク
ショップなど家族みんなで楽しめるイベントも盛りだくさん。これまでの伝統的な菊のイメージ
と違った新たなマムの世界をぜひご体感ください。
主な内容 フラワーウォール、シンボルオブジェ、マムの迷路、フラワーアレンジメント・押し
花、ハーバリウムなどのワークショップ、子ども縁日
（毎週水・日曜日開催）
など

おしろやマルシェ
ハンドメイド作家や地元の方が出展する手作り市です。お子さま連れの皆さまにもお楽しみいた
だけるブースもたくさん！期間中の毎週水曜日に開催します。
主な内容
おひるねアート体験、アンデコールロゼット、アイシングクッキー、ジェルキャンドル、消し
ゴムハンコ、スイーツデコ など
※出店内容は週ごとに異なります。
◎問い合わせ二本松菊栄会事務局
（観光課内）
☎
（55）
5122

霞ヶ城公園紅葉まつり2018
「二本松の菊人形」会場内の特設ステージで、さまざまな催しが行われます。菊人形展と合わせてお楽し
みください。※有料エリア内での開催となるため、観覧には菊人形会場への入場が必要となります。

11月３日（土）… 福島しあわせ運べるように合唱団 11：00～
二本松第一中学校合唱部 13：30～

11月10日（土）… 越尾さくらライブ 10：45～ ， 13：15～

弁慶と牛若丸ライブ 11：20～ ， 13：50～

11月11日（日）… Toshie ライブ 10：45～ ， 13：15～

真灯かなた ステージ 11：20～ ， 13：50～

11月17日（土）… 二本松少年隊演舞 11：00～ ， 13：00～
ave ライブ 11：30～ ， 13：30～

11月18日（日）… Noby トランペットライブ 10：45～ ， 13：15～

東北サファリパーク「サル劇場」 11：20～ ， 13：50～

◎問い合わせにほんまつ観光協会☎
（24）
5085
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