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福島ユナイテッ ドFC

3/26日 FC琉球VS第3節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

4/16日 SC相模原VS第5節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

4/30日 ガンバ大阪U-23VS第6節

13：00キックオフ  会場：とうほう・みんなのスタジアム

Ｊ3 ホームゲーム情報

福島ホープス

3/25土 富士通アイソテックVS

12：30試合開始  会場：県営あづま球場（入場無料）

12：30試合開始  会場：県営あづま球場（入場無料）
3/26日 千葉工大VS

オープン戦情報

2015年よりプロ野球独立リーグのベースボー
ル・チャレンジ・リーグ（BCL）東地区に所属。
リーグ唯一の東北地方を本拠地とする福島県
のプロ野球球団です。県民のみなさまに愛さ
れ、育てていただける「福島県民球団」として
子供たち、地域の皆さまの「望み」を叶えられ
る球団を目指します。

2016年秋、Bリーグが開幕し、B2に参戦。
チーム名は「燃える」闘志を表すFire、「絆」
「結束」を表すBondからつけられた。
「福島県を元気に」を旗印に、チームとして結束
し燃えるような熱い試合をするというメッセー
ジが込められている。
今季のチームスローガンは「ツナグ」。

福島ファイヤーボンズ

3/4土・5日

3/25土・26日

4月以降

Fイーグルス名古屋VS

4土15:30開場 18:00開始
5日11:00開場 13:30開始

25土13:00開場 15:30開始
26日11:00開場 13:30開始

岩手ビッグブルズVS

山形ワイヴァンズ
茨城ロボッツ
青森ワッツ

VS

VS

VS

ホームゲーム情報

チームカラー
「フクシャパープル」
チームカラーは「ふくしまのしあわせ」
を連想させるフクシアの花の色。

チーム沿革
5月 ： 「県民球団設立推進準備室」が発足。
6月 ： BCLの加盟球団代表者会議にて
　　　  本加盟が承認。
7月 ： 球団名を「福島ホープス」にすると発表。
　　     同時に球団マスコットも披露。
11月 ： 初代監督に岩村明憲が就任。
12月 ： 代表取締役社長に扇谷富幸が就任。
9月 ： 参入初年度で東地区後期優勝。
11月 ： 球団代表に岩村明憲が就任。

2015

2014

ノゾミン 女の子
（HOPESの望みから）

キーボー 男の子
（HOPESの希望から）

ⒸFukushima
　Hopes

福島市国体記念体育館
会 場

郡山総合体育館
会 場お問い合わせ

福島ホープス
TEL 050-3385-0134
WEB http://fukushima-hopes.com/

お問い合わせ
福島スポーツエンタテインメント株式会社
（福島ファイヤーボンズ）

TEL 024-927-0777
WEB https://firebonds.jp/ 

お問い合わせ
株式会社AC福島ユナイテッド
TEL 024-573-8203
WEB http://fufc.jp/

日程・会場
調  整  中

野球というスポーツを通じ
て、「子供たちが福島で育
ち、笑顔になってほしい」
「地域の交流を活発にした
い」という願いが込められ
ています。

チーム名の由来
「ＨＯＰＥ ： 望み」

毎日新聞 創刊145年記念

■主催／毎日新聞社　　■共催／三宅新聞店　　■後援／福島民報社　スポーツニッポン新聞社　株式会社ケンオリ　福島カラー印刷株式会社

平成元年〈第1回〉
長谷川慶太郎さん

平成2年〈第2回〉
堺屋　太一さん

平成3年〈第3回〉
高原須美子さん

平成4年〈第4回〉
池部　良さん

平成5年〈第5回〉
宮尾登美子さん

平成6年〈第6回〉
柳田　邦男さん

平成7年〈第7回〉
岩見　隆夫さん

平成8年〈第8回〉
増田　明美さん

平成9年〈第9回〉
立松　和平さん

平成10年〈第10回〉
中坊　公平さん

平成11年〈第11回〉
菊池　哲郎さん

平成12年〈第12回〉
佐々　淳行さん

平成13年〈第13回〉
猪瀬　直樹さん

平成15年〈第15回〉
瀬戸内 寂聴さん

平成16年〈第16回〉
西澤　潤一さん

平成17年〈第17回〉
中山　恭子さん

平成23年〈第18回〉
山田　孝男さん

平成27年〈第20回〉
西水  美恵子さん

平成24年〈第19回〉
鉢村　　健さん

平成28年〈第21回〉
中村　秀明さん

平成14年〈第14回〉
曽野　綾子さん

演題

●定員になり次第締め切らせていただきます。　●申込書到着後随時に入場整理券をお送りします。 
●未就学児のご入場はご遠慮ください。　●連名でお申し込みの場合は、必ず同伴者のお名前もご記入ください。

入場整理券をご希望の方は、「氏名（ふりがな）」「年齢」「郵便番号」
「住所」「電話番号」および「林真理子さん講演会」と明記の上、官製は
がきにて下記までお申し込みください。1枚につき2名様までとなります。

毎日新聞福島支局読者室 
林 真理子さん講演会事務局（三宅新聞店内）

0120-334-025 受付時間
10：00～17：00

〒960-8104   福島市豊田町2-3（三宅新聞店内）
毎日新聞福島支局読者室 林 真理子さん講演会事務局 係

第22回毎日新聞ご愛読者感謝祭

林真理子
講演会

さん

ホテル辰巳屋 8F
15：00～17：00（開場14：20）

20172017

4/4/2727木
入場
無料
入場整理券が
必要です

お申し込み
方法

お問い
合わせ

「我らが『介護』～最後で最高の格差のドラマ～」
わ れ

　１９５４年、山梨県生まれ。１９７６年に日本大学芸術学部文
芸学科を卒業。コピーライターを経て、１９８２年にエッセー集
『ルンルンを買っておうちに帰ろう』を出版した。１９８４年に処
女小説『星影のステラ』が直木賞候補に選出されたことを機に、
執筆業に専念。１９８５年、『最終便に間に合えば』『京都まで』
により第９４回直木賞を受賞。１９９５年、『白蓮れんれん』により
第８回柴田錬三郎賞を受賞。１９９８年、『みんなの秘密』により
第３２回吉川英治文学賞を受賞。２０００年、直木賞選考委員
に就任するなど、数々の文学賞の選考委員を務める。２０１１年、
レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受賞した。雑誌に連載中
の「西郷どん！」が、２０１８年のＮＨＫ大河ドラマの原作に。

　『ルンルンを買っておうちに帰ろう』での鮮烈デビュー以来、多数の小
説、エッセーを発表してきた、林真理子さん。
　3月17日（金）発売予定の最新刊は、毎日新聞連載中から好評を集め
た『我らがパラダイス』。現代格差社会での「介護」をテーマにした作品で
す。緻密な現場取材を下敷きに、あれよあれよとドラマを展開させ、痛快な
ラストシーンへと一気に読者を運んでくれます。人気作家が、物語の誕生
秘話や執筆の苦労話を、縦横無尽に語ります。

林  真理子 ◆作家
はやし ま り こ

講演概要

おかげさまで毎日新聞ご愛読者感謝祭は今年で22回目を迎えました。今までにさまざまな著名人を招いての
講演会を開いてまいりましたが、これからも毎日新聞は読者の皆様とのふれあいを大切にしていきたいと思っ
ております。今後ともご愛読のほどよろしくお願いいたします。

あて先 

本誌P8の商品注文書でもお申し込みいただけます。

■略歴

福島ユナイテッドＦＣは、2013年11月Jリーグへの入会
が承認され、2014年よりJ3リーグに所属。
クラブ名のユナイテッド（UNITED）は「結ばれた、団結した、
統一した」の意味に由来し、チーム・選手・スタッフ・サポータ
ー、そして福島がひとつになって福島の発展・活性化のため
に活動していくことを表現。“不死鳥のごとく”“未来永劫”
地域に根を張って活動していきます。

サッカースクール
3歳～小学6年生を対象
に県内8ヶ所で開校。
トップチーム選手・アカデ
ミースタッフがコーチを
務め、全ての練習に競争心、自発的な向上心を
持たせるトレー二ングプログラムを実施。
まずは無料体験にご参加ください！

172017
3

金 20祝
月

福島市音楽堂
声楽アンサンブルコンテスト
全国大会実行委員会事務局

主  催 | 福島県･福島県教育委員会・声楽アンサンブルコンテスト全国大会実行委員会　
共  催 | 一般社団法人全日本合唱連盟・全日本合唱連盟東北支部･福島県合唱連盟・福島市･福島市教育委員会
助  成 | 公益財団法人朝日新聞文化財団

〒960-8117 福島県福島市入江町1番1号 ・ボブ  チルコット （作曲家）
・浅井 敬壹 （合唱指揮者） 
・信長 貴富 （作曲家）

※4歳未満入場不可
　詳しくはホームページを
　ご覧ください。

検 索声楽アンサンブル

検 索福島市音楽堂

第10回

The 10th
Fukushima Vocal  Ensemble
Competi t ion 2017
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URL http://www.vocalensemble.jp/

声楽アンサンブル
コンテスト全国大会
感動の歌声  響け、ほんとうの空に。

｜第1日｜3月17日（金）････部門別コンテスト（中学校部門）・表彰式
｜第2日｜3月18日（土）････部門別コンテスト（高等学校部門）・表彰式    
｜第3日｜3月19日（日）････部門別コンテスト（一般部門）・表彰式    
｜第4日｜3月20日（月・祝）･･本　選（各部門金賞受賞団体によるコンテスト）

日 

程

審
査
員

入
場
券

チ
ケ
ッ
ト
販
売
所

部門別コンテスト･･ 2,000円（当日券2,500円）
本　選 ･･････････ 2,500円（当日券3,000円）
4日通し券 ･･･････ 8,000円

・高橋 啓三 （声楽家） 
・本山 秀毅 （合唱指揮者）

福島市音楽堂 
TEL.024-531-6221 

とうほう・みんなの文化センター
（福島県文化センター） 

TEL.024-534-9331

チケットぴあ｜Pコード：単日券 304-699 / 4日通し券 782-352
TEL.0570-02-9999   http://t.pia.jp/
※全国のセブン-イレブン、サークルKサンクス、ぴあ店舗で購入することができます。 

ローソンチケット｜Lコード：23031
TEL.0570-084-002    http://l-tike.com/
※全国のローソン、ミニストップで購入することができます。

全席自由
チケット発売中

特別企画スペシャルコンサート お問い合わせ先

（福島県庁文化振興課内）〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
TEL.024-521-7154  E-mail bunka@pref.fukushima.lg.jp

・雨森 文也 （合唱指揮者）
・羽根 功二 （合唱指揮者）

毎日新聞出版 最新刊

1,944円（税込）
サイン本販売

我らが
パラダイス

3/17金発売（予定）

限定50冊
会場内、書籍販売ブースにて販売いたします。
※限定数に達し次第、サイン無しの書籍の販売になります。

燃え上がる闘志、
　Go  Firebonds!
燃え上がる闘志、
　Go  Firebonds!B1昇格
に向け
B1昇格
に向け

 特別企画・表彰式（全日9：30開場 10：00開演） 

ⓒ Kei Uesugi

※2016シーズン
　の画像です。


