二本松市文化鑑賞事業

「音楽のおくりもの」 ファミリー クラシックコンサート
乳幼児から鑑賞できるファミリーコンサートを開催します。午前の部は、子どもたちと一緒にクラシックを
楽しみ、午後は落ち着いた雰囲気の中、クラシック音楽をお届けします。
日

時

平成31年２月24日（日）

★午前の部

わいわいコンサート（乳幼児向）

10：30～（10：00開場）…約80分公演
★午後の部

アフタヌーンコンサート
（一般向・３歳児未満の入場不可）

14：00～（13：30開場）…約90分公演
場

所

安達文化ホール

出

演

アンサンブル・ディヴェルターズ

入場料

子ども（３歳児以上中学生以下）… 500円
大 人 … 1,500円
※３歳児未満は無料ですが、保護者の膝上
鑑賞となり、座席が必要なときは子ども
料金が必要となります。
※全席自由です。

チケット発売開始日
チケット発売所

12月18日（火） ８：30~

アンサンブル・ディヴェルターズは、1986年に東京芸術大学の
卒業生らを中心に結成。「赤ちゃんからお年寄りまで、誰にでも
音楽を楽しんでもらおう」と、全国各地で年齢制限無しのファミ
リーコンサート「音楽のおくりもの」を行っている。この活動はテ
レビなどでも取り上げられ、子どもから大人まで、『もう一度聴
きたい』というファンが急増中。

二本松中央公民館、安達公民館、岩代公民館、東和公民館
◎問い合わせ安達公民館☎（23）
3721 Fax（23）
8203

和紙の風合いを生かしたぬくもりあふれる作品

第18回和紙アートコンクール2018
10月14日に行われた道の駅
「安達」感謝祭で、和紙アートコ
ンクールの表彰式が行われました。応募総数46点のうち、
最優秀賞１点、優秀賞２点をご紹介します。

優秀賞 『挽歌』
山形県 佐藤静子さん
優秀賞 『挽歌』
山形県 佐藤静子さん

最優秀賞 『嫁ぐ日』
福島市 鈴木キエさん

優秀賞 『波』
東京都 富岡展代さん

◎問い合わせ二本松市和紙伝承館☎(61)3200 Fax（54）
2688
広報にほんまつ 2018.12

26

Nihonmatsu Event ＆ News
朝河貫一博士

没後70年顕彰事業

朝河貫一博士

顕彰講演会

二本松市出身の世界的歴史学者
「朝河貫一博士」。博士は、1937年にア
メリカのダートマス大学で教授となりましたが、これは外国の大学に
おける日本人初のことでした。日露戦争後の日本外交を鋭く批判して
か

き

いた朝河博士は、唯一の日本語著書
『日本の禍機』で、日本のエリート
たちへの
「心からの愛国の忠告」をします。
今回講演をいただくのは、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会
委員長を務めた黒川清さん。福島原発事故で見えた、今の日本のエリー
トたちの大きな過ちに対する黒川さんの思いが、朝河博士の『日本の禍
機』で示したものと全く同じだったことに、黒川さんは深い感慨を抱い
たといいます。入場は無料ですので、ぜひこの機会に、朝河博士の人
物像や偉大な業績について理解を深めてみてはいかがでしょうか。
日

時

12月15日（土） 13：30 ~ 15：30（13：00開場）

場

所

二本松市コンサートホール

内

容

第１部
第２部

入場料
申込期限

無料

平成30年度市民の翼参加者による報告会
講演 テーマ ～ 今、なぜ朝河貫一か ～
講師 黒川 清 氏（政策研究大学院名誉教授）
申し込み方法

12月11日（火）17：00

黒川 清 氏 プロフィール
医 学 博 士。1969~84年 在 米、UCLA内
科教授、東京大学内科教授、東海大学医
学部長、日本学術会議会長、内閣特別顧
問、東京電力福島原子力発電所事故調査
委員会委員長などを歴任。現在は、政策
研究大学院大学・東京大学名誉教授、日
本医療政策機構代表理事を務める。

下記まで電話またはファックス、Eメールでお申し込みください。

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）5154 Fax（23）
1326
Eメール：bunkashinko@city.ｎihonmatsu.lg.jp

未来に羽ばたく小さな画家たちの作品

第８回
「大山賞」小中学生絵画コンクール
全国の小中学校の児童・生徒から2,269点の応募があり、最優秀賞
「大山賞」
３点、戊辰150年特別賞３点、優秀賞30点、佳作30点の作品が入賞し、12
月16日に表彰式が行われます。入賞作品については、12月７日から16日
まで二本松市市民交流センター３階・市民ギャラリーに展示します。

大山賞・小学校下学年の部
『たたかうカブトとクワガタ』
二本松市立二本松北小学校
佐々木 樹心くん

大山賞・小学校上学年の部
『ラベンダー畑にいる蝶々』
ぐんま国際アカデミー
坂下 倫さん

大山賞・中学校の部
『叩く』
南三陸町立志津川中学校
小野 詞誉さん

◎問い合わせ文化課文化振興係☎（55）
5154 Fax（23）1326
27

Nihonmatsu City Public Relations, 2018.12, Japan

国指定重要無形民俗文化財

木 幡 の 幡 祭 り
阿武隈の山並みに勇壮な木製のほら貝の音が響く中、白幡を先達に、色とりどりの幡を大空にひるがえし
ながら縦走する木幡の幡祭り。国指定重要無形民俗文化財に指定されており、二本松市の初冬の風物詩と
なっている行列を、ぜひご覧ください。
開催日

12月２日(日)

開

場

木幡住民センター前グラウンド

時

間

８：30～

各堂社(集落)の幡集合

９：00～ 出立式
９：30～ 幡
 競走、木幡音頭踊り、
餅つき
10：00～
11：00～

出立(幡行列の出発）
 家公園着(昼食、イベ
治
ントなど)

14：30～

 山神社着(胎内くぐり
羽
など)
15：40～ 隠津島神社着
解散 ※時間は全て予定時間です。
◎問い合わせ東和観光協会☎（66）
（46）
2490 Fax
4122

一度見たら忘れられない
二本松城本丸跡で迎える初日の出
１月１日・元旦、二本松城本丸跡には毎年
市内外からたくさんの人が押し寄せ、初日
の出を迎えています。暗闇から一変、山影
から太陽が姿を現すと、眼下には市街地が
広がり、その見晴らしは１度は目にしたい
ものです。日の出後の天守台では、詩吟が
歌われたあと、参加者らによる万歳三唱が
行われます。まだ見たことが無い方は、ぜ
ひ一度足を運んでみてください。
※駐車場には限りがあります。
※日の出は午前６時45分ごろの予定です。

１
３ ２

写真は、昨年の１月１日早朝の二本松城本丸跡の様子。
１_初日の出がお目見えする前の景色 ２_初日の出の瞬
間 ３_集まった多くの市民ら
広報にほんまつ 2018.12
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市内各地で
イルミネーション
寒い季節がやってきた。
市内各地で色鮮やかなイルミ
ネーションが夜空に光る。
空気が澄んでいる季節だから
こそ、輝くひかりは、私たち
の心まで照らしてくれる。

場

所

期

間

二本松神社下および本町通り

12月中旬 ~ ２月中旬

市民交流センターおよび二本松駅前周辺

12/16 (日) ~ ２/16(土)

松岡若宮コミュニティーセンターおよびその周辺

12/ ８(土) ~ ２/17(日)

根崎大通り

12/ ９(日) ~ １/20(日)

露伴亭(亀谷坂)

12/16(日) ~ １月下旬

竹田見附ポケットパーク

12月中旬 ~ １月下旬

油井秋葉神社前

12月中旬 ~ １月中旬

大森越山(安達駅東側)

12月上旬 ~ ２月上旬

道の駅「安達」上下線

11月下旬 ~ ２/14(木)

安達ヶ原ふるさと村

11月下旬 ~ ２/14(木)

ウッディハウスとうわ

11/11(日) ~ １/31(木)

2018
「二本松の四季」観光フォトコンテスト

『安達太良山
（春・夏）』部門で
最優秀賞が決定

「 二本松の四季」観光フォ
10月29日、2018
トコンテストの表彰式が行われ、
『安達太
良山
（春・夏）
』部門の最優秀賞ほか入賞者
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。
よしひと

安齋 功人さん（油井）
◎問い合わせ二本松市観光連盟（観光課内）
（22）
☎（55）
5122 Fax
8533
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タイトル
「安達太良春景」

（撮影場所：茶園地内）

