
・日 時 ２００７年６月９日（土）

１回目１３：３０開演 ２回目１８：３０開演

・会 場 南相馬市民文化会館 (ゆめはっと)
多目的ホール

・入場料 １，０００円（４歳以上）

・物 語 「友だち探しにいこうっと！」とコ
ンとポンは出会います。しかし２匹の間
には谷川が流れています。それ以上に２
匹を阻んでいたのはきつねとたぬきの何
万年にもわたる憎しみ合い。相手が許せ
ない対立でした・・・
大人の都合や古い考えをはねのける程
のたくましく純粋な思いを持つ子どもの
姿をコンとポンをとおして表現します。
※ 併演「帰ってきたロボくん」

・連絡先 事務所 0244-23-4106
夜 間 0244-23-1921（岡田）

・チケット販売 南相馬市民文化会館

原町おやこ劇場

第７回地域公演

人形劇団ちんどん公演

「こぎつねコンとこだぬきポン」
・日 時 ６月１７日(日)１０：００～１３：００
・場 所 佐藤 宰氏宅(原町区石神字坂下71-4)
・参加費 １，０００円(子ども500円、高校生迄)
・内 容 1)養蜂についての基礎知識

2)養蜂場見学
3)ハチミツ採集
4)ハチミツの力と利用方法

・連絡先 0244-23-1921 岡田
・持参品 筆記用具、帽子、軍手、タオル

スローフード研修会

「ハチミツの力を探ろう！」

・日 時 ６月１０日(日) ９：３０～１４：００

・場 所 原町区大谷下川原橋集合

・参加費 無料

・内 容 1)有機栽培の水田
田んぼに住む生き物調査

2)新田川の水質調査
パックテストによる水質調査

川に住む生き物調査

3)環境について考える
ビデオ鑑賞

・連絡先 0244-23-1921 岡田
・持参品 弁当、軍手、長靴、タオル

自然環境調査

「田んぼや川の生き物を探そう！」

街頭献血キャンペーン

・日 時 平成１９年７月１１日（水） ９：００～１７：００

・場 所 旭公園

愛の献血助け合い運動を行います。

国内献血血液による「国内自給」を基本理念として

の事業です。血液が不足しております。多くの方々

のご参加をお待ちしております。

16～69歳まで献血ができます。また記念品もご用

意しております。

・連絡先 原町赤十字奉仕団 小野 （23）3723
社会福祉協議会 青木 （24）3415
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6月2日 朗読 と音 楽の 贈り 物 ～は るか なる想いをこ め て～ 朗読館

（土） 開場 18：00／ 開演 18：30／終 演21：00 ( 2 4 ) 0 9 3 9  （ 火 ・ 木 ・ 土 ・ 日 の み ）

6月9日 地 域 公 演 　 人 形 劇 団 ち んど ん公 演 「 こ ぎつ ね コン と こだ ぬ き ポ ン 」 原町おやこ劇場

（土） ①13：30開演②18：30開演 23-4106・夜 23-1921(岡 田)

6月 9日～20日 家族の絵展 （社）原町観光協会

（土～水） １０：００～１７：００ 22-2114

6月10日 自然環境調査「田んぼや川の生き物を探そう！」 ア グリ ウ ォッ チャ ー クラ ブ

（日） ９：３０～１４：００ 23-1921（岡田）
6月13日～14日 「ちびっこ広場」親子でエアロビクスに挑戦 原町子育て支援センター

　(水～木）　９：３０～１１:００ 24-4558

6月14日 おはなしのへや 原町図書館

(木) １０：３０～ 22-4352

6月16日 第２３回原町高校吹奏楽部定期演奏会 原町高 校 吹奏 楽部 （ 大須 賀）

（土） 開場13：30／開演14：00 ( 23 )6196( 8 :30～ 17:00 )

6月16日 おはなし会 原町図書館

（土） １０：００～ 22-4352

6月16日 うきふねおはなし会 小高図書館

（土） １０：００～１１：００ 44-3049

6月17日 スローフード研修会「ハチミツの力を探ろう！」 ア グリ ウ ォッ チャ ー クラ ブ

（日） １０：００～１３：００ 23-1921（岡田）

6月17日 第八回そう美会演奏会 佐久間 23-3040

（日） 正午開演 京都屋 22-6859

6月19日 たまちゃんるーむ 原町おやこ劇場

（火） １０：３０～１１：３０ 23-4106・夜 23-1921(岡 田)

6月19日・26日 「にこにこ広場」牛乳パックでおもちゃを作ろう 原町子育て支援センター

　(火） 　９：３０～１１:００ 24-4558

6月30日 Ｅｎｓｅｍｂｌｅ　Ｃｏｎｃｅｒｔ　２００７ 浮舟文化会館

（土） １７：３０開場　１８：００開演 44-3049

6/30～7/10 『朝日座』　映画ポスター展 （社）原町観光協会

　(土～火）昭和３０年～４０年の懐かし映画ポスター勢揃い 22-2114

7月7日 七夕コンサート　スーパートリオ「星に願いを」 七夕コンサート実行委員会事務局

（土） １８：００開場　１８：３０開演 44-3049

7月12日 おはなしのへや 原町図書館

(木) １０：３０～ 22-4352

7月14日～25日 野馬追アートコラボ展 （社）原町観光協会

(土～水） １０：００～１7：００ 22-2114
7月18日～19日 「ちびっこ広場」思いっきり水遊びをしよう 原町子育て支援センター

　(水～木）　９：３０～１１:００ 24-4558

7月17日 たまちゃんるーむ 原町おやこ劇場

（火） １０：３０～１１：３０ 23-4106・夜 23-1921(岡 田)

7月21日 おはなし会 原町図書館

（土） １０：００～ 22-4352

7月21日 うきふねおはなし会 小高図書館

（土） １０：００～１１：００ 44-3049

情報は、H19. 5.25現在のものです。

詳細は、申し込み、問合せ先で確認してください。

イベント情報 は、偶数 月に発 行いたします。前月 の２５日 まで に情 報をお寄せ 下さい。　お待ちして おります。

南相馬市民文化会館
多目的ホール

1５ 00円 (大人 )

１000円小 中高 生

乳幼 児入 場 不可

南相馬市民文化会館
　　多目的ホール

　1,000円
(４歳以上）

銘譲館
二番蔵ギャラリー

無　料

原町区大谷下川原橋
　　　集合 無　料

原町子育て支援センター
無　料
予約制

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室) 無　料

南相馬市民文化会館
　　大ホール

300円

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室) 無　料

浮舟文化会館 無　料

佐藤宰氏宅
1,０００円（大人）

　５００円（子共）

銘譲館
二番蔵ギャラリー

無　料

南相馬市文化センター
　　(２階　和室)

一家族
１００円

ひばり生涯学習
センター

無　料

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室) 無　料

銘譲館
二番蔵ギャラリー

無　料

原町子育て支援センター
無　料
予約制

南相馬市民文化会館

　　大ホール

2500円(当 日券 )

2000円(前 売券 )

1000円小 中高 生

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室)

一家族
１００円

浮舟文化会館ホール
3000円
全席自由

南相馬市文化センター
　　(２階　和室) 無　料

浮舟文化会館ホール 無　料

浮舟文化会館 無　料

認知症介護相談会

・日 時 ６月 ９日(土) １４：００～１５：３０

７月１４日(土) １４：００～１５：３０

・場 所 原町区福祉会館

・連絡先 認知症の人と家族の会 23-4045(古山)


