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※�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。

◎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

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「しおり」などの作成ができます。
　開催日時　�５月14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29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、無料です。
　※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　５月29日（日）まで
　展示場所　智恵子記念館

開館30周年記念企画

智恵子は何を想う ～智恵子の想いをメッセージカードに記してみよう～
　開館30周年を記念して、受け付けでメッセージカードを配布します。
　智恵子の生家についての感想やイラストなど自由に記入してください。
　カードを記入していただいた方全員に記念の缶バッジを贈呈いたします。（数量限定）
※メッセージカードは館内に掲示します。

※�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。

５月20日は智恵子の誕生日

高村智恵子　生誕祭

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。
※�山頂付近への車の乗り入れはご遠慮ください。

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

360度見渡せる絶景が広がる

羽山 山開き
山ツツジがきれいな山頂

口太山 山開き
山の中腹には、「夏も暑さを知らぬ処

ところ
」として知

られる夏無沼があり、近くのキャンプ場は多く
の人で賑わいます。

※新型コロナウイルス感染拡大の状況を考慮し、両山ともイベントは実施しません。

５月８日(日) ５月29日(日)
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ペナント配布（各登山口）�７:30～（先着3,000枚）
安全祈願祭（山頂）�11:00～
　（雨天時：奥岳登山口�10：00～）
※安全祈願祭は関係者のみで実施します。
登山者の心得
①�安易な服装での登山は慎み、無理のない行動・
判断で入山しましょう。

②自然を大切にし、ゴミは必ず持ち帰りましょう。
③�高山植物を折ったり、採ったりしないようにし
ましょう。

　　　　◎問い合わせ…
　　　　　安達太良連盟（観光課内） ☎（55）5211

安達太良山 山開き ５月15日(日)
第68回

募集人員　３人程度　
募集期間　６/７(火)まで
応募資格
・年齢18歳以上の女性(高校生を除く)
・�県内に在住する方で、10/8～11/13の日曜・
祝日および要請する日に歓迎・ＰＲ活動に従
事できる方

応募方法
　応募用紙に必要事項を記入の上、右記までお
申し込みください。（郵送可、締切日必着）
※選考会には本人が出席してください。

選考会　日　時　６/11(土)10：00
　　　　場　所　市役所６階｢正庁｣
副賞等
　賞状（認定書）、副賞（旅行券10万円相当）
※副賞は10日以上活動した方に贈呈。
※選考会参加者に記念品を贈呈。
報　奨
　�出勤日の日当を支給します。
　(１日当たり7,000円、半日当たり3,500円)
◎問い合わせ・申し込み…
　(一財)二本松菊栄会事務局（観光課観光振興係）
　☎（55）5122 Fax（22）8533

　｢二本松の菊人形｣は今年で66回目を迎えます。
　開催期間中、来場者の歓迎と観光ＰＲ活動をしていただく二本松の菊人形｢菊むすめ｣を募集して
います。

「菊むすめ」を募集します

「奥岳臨時バス」の運行
　�二本松駅から奥岳登山口までを結ぶ臨時バスが
運行します。

　①5月７日（土）～5月29日（日）の土・日曜日
　　運行時刻　
　　・二本松駅前発�７：40��～�（岳温泉�８：05）
　　　～奥岳登山口着�８：20
　　・奥岳登山口発�16：30�～�（岳温泉�16：53）
　　　～二本松駅着�17：18
　　運　賃　大人800円、小児400円
　②５月15日（日）のみ
　　運行時刻　
　　・二本松駅前発�８：15�～�（岳温泉�８：45）
　　　～奥岳登山口着�９：05
　　・岳温泉発（奥岳登山口行）�９：55、12：50
　　・奥岳登山口発�16：30�～�（岳温泉�16：53）
　　　～二本松駅着�17：18
　　運　賃　大人800円、小児400円

◎問い合わせ…にほんまつ観光協会 ☎（24）5085

注　意　�沼の平周辺とくろがね小屋西斜面の湯元付近は、有毒な火山ガスが発生しているため非常に危険ですから、この
周辺には絶対に入らないで下さい。



34広報にほんまつ　2022.5

にほんまつ イベント & ニュース

地域おこし協力隊員に任命書を交付

◎問い合わせ…秘書政策課総合政策係 ☎（55）5090 Fax（22）7023

　市内では、８人の地域おこ
し協力隊員が活動しています。
　地域おこし協力隊とは、都
市部などから地方へ移住し、
地域ブランドや地場産品の開
発・販売・PRなどの地域おこ
し支援を通して、地域活性化
の活動に取り組んでもらう
方々です。
　４月１日付けで任命書を交
付された隊員をご紹介します

　▲写真左から（カッコ内は所属）
井
いがわ
川茂

しげる
さん（和紙伝承館）、小

お の で ら
野寺智

ともゆき
行さん（二本松市観光連盟）、坂

ばんどう
東拓

たく や
哉さん

（岳温泉観光協会）、中
なかやま
山大

だい き
輝さん（岳温泉観光協会）、有

あり の
野真

ま ゆ み
由美さん（岩代観

光協会）、内
うちやま
山祐

ゆう き
樹さん（道の駅さくらの郷）、渡

わたなべ
邊史

ふみ こ
子さん（道の駅ふくしま東

和）、渡
わたなべ
邊龍
りょうま
馬さん（東和観光協会）

　▲写真左から（カッコ内は担当地域）
菅
すげ
野
の
栄
えい
和
かず
さん（東和）、竹

たけ
山
やま
統
とう
樹
じゅ
さん（東和）、引

ひきち
地知

とも こ
子さん（東和）、菅

かんの
野純

じゅんこ
子さ

ん（岩代）、桑
くわばら
原恒

つね お
雄さん（岩代）、安

あんざい
齋秀
しゅういち
一さん（岩代）

【右上丸枠内】朝
あさくら
倉弥

や す お
寿男さん（安達）

集落支援員に任命書を交付
　市内では、７人の集落支援
員が活動しています。
　集落支援員とは、市内各地
域の集落を巡回し、集落の状
況を把握し、集落と行政をつ
なぐ役割を担っています。ま
た、困りごと相談など幅広い
分野でも活動をしています。
　岩代・東和地域では、定期
的に集落支援活動だよりを発
行しています。
　４月１日付けで任命書を交
付された支援員をご紹介しま
す。

緊急情報メール配信サービス
登録 
こちらからメール配信サービ
スにご登録いただけます。
■メールアドレス
abc@def.ne.jp
■配信カテゴリの選択
　□火災情報
　□緊急情報

登録

災害情報や新型コロナウイルス感染症情報など、もしもの備えとし
て「緊急情報メール配信サービス」に登録しておきましょう。

緊急情報メール配信サービスの登録方法
❶�市ウェブサイト「緊急情報メール配信サービス」のページから、配信手続きの「緊急情報メール
配信サービスへの登録はこちら」をクリック。

❷�申し込み（仮登録）画面（左図）に登録したいメールアドレスを入力後、配信を希望するカテゴリを
選択し、「登録」ボタンをクリック。
❸�二本松市メール配信サービスからの「仮登録のお知らせ」メールに記載されている
　「本登録ＵＲＬ」にアクセス。
❹二本松市メール配信サービスからの「本登録のお知らせ」メールが届けば登録完了。
◎問い合わせ…秘書政策課秘書広報係☎（55）5096　Fax（24）5040

スマートフォン用
登録ＱＲコード
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市と二本松市スポーツ協会（二本松市体育協会から名称変更）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。≫

 全国スポーツ大会等出場選手 を紹介します 

第54回全日本シニアボウリング選手権大会
　浅賀　一之（松岡）
第29回全国中学生空手道選手権大会
　門馬　永遠（向作田）
2021年度全日本卓球選手権大会（カブ大会）
　木村　愛音（安達ヶ原）
令和３年度全国高等学校総合体育大会
　ソフトテニス競技　松本　詩生（根崎）
　空手道競技　橋本　拓海（油井）
　ソフトボール競技　加藤　雛（太田）
　卓球競技　安齋　妃南子（上川崎）
　バスケットボール競技
　　渡辺　真子（田沢）、渡辺　理子（田沢）
　自転車競技　菅野　蒼羅（田町）
　水泳競技　秋山　栞名（諸越谷）
第59回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会
　神野　雅（安達ヶ原）
第103回全国高等学校野球選手権大会
　村田　陽希（杉田町）
令和３年度全国高等学校定時制通信制体育大会
　バドミントン競技　佐藤　広教（亀谷）
令和３年度全国中学校体育大会
　陸上競技　渡邉　拓実（百目木）、
　　　　　　安斎　陸久（西勝田）
　水泳競技　井川　龍心（長折）
第８回全日本シニア東西対抗ソフトテニス大会
　佐藤　光一（細野）
第44回（2021年度）全国JOCジュニアオリンピック
夏季大会
　井川　愛斗（長折）、横山　道万（上川崎）、
　齋藤　理子（郭内）
全日本ジュニアテニス選手権大会
　鳴海　太陽（油井）
2021　U-15全国選抜ジュニアテニス選手権大会
　鳴海　春佳（油井）
全日本卓球選手権大会（マスターズの部）
　今福　豊（三保内）
第30回全国小学生バドミントン選手権大会
　矢吹　旬 （々下川崎）

第67回全日本総合男子ソフトボール選手権大会
　安齋　圭佑（上川崎）
第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会
　橘内　玲名（榎戸）、遠藤　耀梨（田沢）、
　郡司　堅（本町）
第10回U15クラブバスケットボールゲームス
　伊藤　旦陽（金色）、佐藤　亮雅（油井）、
　安齋　里音（智恵子の森）
全国ジュニアソフトテニス大会
　安齋　莉愛（安達ヶ原）、酒井　希々花（中江）、
　関　希花（郭内）
第44回全国高等学校柔道選手権大会
　渡邊　壱嘉（三原町）
第16回全国中学生空手道選抜大会
　小澤　大夢（金色）、神野　聖（安達ヶ原）、
　門馬　幸（田沢）
第53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
第15回春季全日本小学生男子大会
　油井スポーツ少年団ソフトボール部
第19回全日本スノーボード技術選手権大会
　大内　正則（沖）
令和３年度第49回全国高等学校選抜卓球大会
　桑原　みずき（平石高田）
第40回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会
　大栁　莉央（田沢）、　丹治　心那（智恵子の森）

全国大会

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


