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360度見渡せる絶景が広がる

羽山山開き

昔から信仰の山として、地元で
も親しまれている羽山。
山頂から見渡す360度の景色は
見事です。
日

時

５月30日(日)
10：00～

その他

山 頂付近への車の乗
り入れはご遠慮くだ
さい。

山ツツジの咲く羽山山頂

◎問い合わせ…東和支所地域振興課地域振興係 ☎(66)2490 Fax（46）4122

５月20日は智恵子の誕生日

高村智恵子

生誕祭

上川崎和紙で作ろう智恵子の紙絵
智恵子の紙絵をモチーフとした切り絵から、上川崎和紙を使用し
たカード・しおり作成ができます。
開催日時 ５
 月15日（ 土 ）、16日（ 日 ）、22日（ 土 ）、23日（ 日 ）、
29日（土）、30日（日）
９:00～16:00(生家・記念館の開館時間内)
場

所

智恵子の生家｢奥座敷｣

※所要時間は10～20分程度
※料金は入館料に含まれます。
※お１人様１日１回限りとなります。

智恵子作「紙絵」実物展示公開

奇跡といわれる実物の紙絵をぜひご覧ください。
展示期間
展示場所

５月25日
（火）
まで
智恵子記念館

※来館の際は手指の消毒、マスク着用、検温の実施にご協力く
ださい。
◎問い合わせ…智恵子記念館 ☎(22)6151 Fax（22）6151
文化課文化振興係 ☎(55)5154 Fax（23）1326

※状況によりイベントが変更・中止になる場合があります。開催の有無は、それぞれの問い合わせ先へご確認をお願いします。
広報にほんまつ 2021.5

34

Nihonmatsu Event ＆ News
第67回

安達太良山山開き

５月16日(日)

■ペナント配布
（奥岳登山口）

新型コロナウイルス感染症の状況を考
慮し、山頂での行事は中止となります。

■シャトルバス「奥岳臨時便」の運行

・5月15日
（土）
7:00～10:00（先着 500名）

二本松駅から奥岳登山口までを結ぶシャトルバス

・5月16日
（日）
7:00～10:00（先着1000名）

が運行します。

※当日の混雑緩和のため、山開き前日よりペナント

運行日

の配布を開始します。
※両日ともペナントが無くなり次第終了です。

運行時刻
・山開き当日

■安全祈願祭
（あだたら高原スキー場ランデブー内）

7：40（二本松駅前）⇒8：20
（奥岳登山口）
・山開き当日以外

・5月16日
（日）
8:00～
※関係者のみで実施しますので、一般の方のご入場
はご遠慮ください。

5月8日（土）～5月30日（日）の土・日曜日

8：15（二本松駅前）⇒9：05
（奥岳登山口）
運

賃

大人800円
小児400円

◎問い合わせ…
安達太良連盟事務局（観光課内）☎（55）5122
Fax（22）8533
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二本松市のランナーが聖火をつなぎました！
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、１年の延期となった東京
2020オリンピック聖火リレーは、３月25日から27日まで福島県を舞台
に開催されました。
３日目の27日には聖火が本宮市を走行し、その第一走者は二本松市在
の

ち ゆうた

住の野地裕太さん（太田）が務めました。野地さんは「白沢公民館前ふれあ
い夢広場」から約200ｍ走行した後、次のランナーへ聖火の灯をつなぎま
した。
また、スタート会場では三保恵一市長による激励のほか、日本三大旗
祭りのひとつである「木幡の幡祭り」と「現代版二本松少年隊」の演武が会
１

場全体を盛り上げました。

２

３

１_スタート後、トーチを掲げ観
客に手を振って走る野地さん
２_二本松市役所を訪れ、聖火リ
レーのランナーを務めたこと
を報告
３_スタート会場を盛り上げた皆
さん

TOKYO2020

中東に向け二本松市の紹介動画を配信中
や

そ めぐみ

中東向けに配信している人気ユーチューバー・八十恵さん（Planet NIHON）の協力により、二本松市を知っ
てもらうための動画を制作し「ホストタウン二本松市」の魅力を配信しています。
八十さんはクウェート生まれのエジプト人で、エジプトの首都カイロで出会った日本人男性と結婚し、
2016年に日本へ移住しました。主に中東に住む女性たちの間で話題になり、現在ではチャンネル登録者50万
人を超える大人気ユーチューバーです。
【八十恵さん
（Planet NIHON）動画】
Planet NIHON（YouTube）
ＵＲＬ https://www.youtube.com/channel/UCn72cBDb5UBXjtwapq2oE2Q

ハラール醤油工場の動画

チーズケーキ作りの動画

二本松市の紹介動画

◎問い合わせ…
生涯学習課
オリパラ特命担当係
☎（23）5121
Fax（22）7171

山岡行政書士事務所
―無料相談受付中！―
○相 続
○遺 言
○離 婚
○古物商
○その他

グリッド福島

検索

グリッド株式会社

行政書士

福島県本宮市高木字井戸上46番２

TEL 0243-24-7772 FAX 0243-24-7773 E-mail： s-otsubo@grid-pro.com

山岡

憲 夫（福島県行政書士会会員

）

事 務 所 二本松市舘野１−３６５−１
〒964‑0868 T E L 0243‑22‑1617 FAX 22‑1778
携帯 ０８０−６９７５−５１２１
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全国スポーツ大会等出場選手 を紹介します
市と二本松市体育協会では、全国スポーツ大会等に出場される選手・チームの方に激励金を贈呈してい
ます。昨年度も全国の舞台で二本松市の選手・チームが大活躍をしました。
≪敬称略。複数回出場の選手は主な大会のみ記載≫

全国大会
2020年JOCジュニアオリンピックカップ
自転車競技大会
菅野 蒼羅
（田町）
2020年度
第１回全国Ｕ15バスケットボール選手権大会
橘内 玲名
（榎戸）、遠藤 燦音（田沢）
令和２年度全国高等学校総合体育大会
第100回全国高等学校ラグビーフットボール大会
渡邉 俊太
（中江）
文部科学大臣旗 彩の国杯
第15回全国中学生空手道選抜大会
門馬 永遠
（向作田）
第20回全国小学生ソフトテニス大会
大友 香穂
（郭内）、渡邉 結奈（安達ヶ原）
ジャパンオープン2020
秋山 栞名
（諸越谷）
第52回全国ミニバスケットボール大会
二本松女子ミニバスケットボールクラブスポーツ少年団
令和２年度第48回全国高等学校選抜卓球大会
安齋 妃南子
（上川崎））
第14回春季全日本小学生男子ソフトボール大会
東和スポーツ少年団ソフトボール部

第46回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会
松本 詩生（根崎）
第39回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会
加藤 雛（太田）
令和２年度
第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
佐藤 聖哉（太田）、安増 智喜（太田）
JOCジュニアオリンピックカップ2021
全日本ジュニアスキー選手権大会
大内 慶介（竹田）
第18回全日本スノーボード技術選手権大会
大内 正則（沖）

東北大会
第18回東北小学生インドアソフトテニス選手権大会
六角 優大（平石）、齋藤 羽玖（米五町）、
薄 凌和（片岸）、関 希花（郭内）、
令和2年度
第10回東北小学生選抜春季ソフトテニス大会
齋藤 歩（表）、菅野 隼汰（平石）、
酒井 希々花（中江）、
安齋 莉愛（安達ケ原）

◎問い合わせ…生涯学習課スポーツ推進係 ☎（62）7067 Fax（22）7171

広告募集中
「広報にほんまつ」
や
「市ウェブサイト」
に広告を掲載しませんか？
お申し込みをお待ちしております。

広告料

＜広報にほんまつ＞
掲載１回につき、下１段…………20,370円
下１段の1/2…10,180円
＜市ウェブサイト＞
バナー広告で、１枠につき１カ月…10,180円

◎問い合わせ・申し込み…秘書政策課秘書広報係☎
（55）5096
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相 続 サ ポ ー ト あ だ ち

相続/遺言無料相談会
◇ ６月 １日（火）午後６時〜８時
◇二本松市勤労者研修センター２階
（郭内北小隣り）
◎電話で菅野までご予約下さい。 ◎相続遺言に係る文書作成に関する
相談会です。 ◎守秘義務を守りますので安心してご相談下さい。

〈相談員〉行政書士 菅野光夫（☎52-2912）
佐藤直人（油井字前作171）秋山孝雄（諸越谷86-1）
石川晃雄（原セ諏訪236）

