
・日 時 平成19年8月30日（木）
開場 18：30 開演 19：00

・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 ２，０００円

・森 鴎外作「高瀬舟」
シェイクスピア「ハムレット」から

～方言よみくらべ～
出 演：壤 晴彦
賛助出演：笛 菅野 啓明

三弦 菅野 幾代

・連絡先 小畑 0244-24-3361（19：00～）

壤 晴彦「声の小劇場」ＮＯ，２

平成19年度 相双俳句大会

・日 時 平成１９年10月14日（日） １０：００開会

・場 所 南相馬市小高区 「華 月」

・投 句 当季雑詠（未発表） 二句１組 500円

※ 何組でも可

・投句先 大会事務局 江井 芳郎宛

〒979-2111  南相馬市小高区田町1-49
・締切日 平成１９年８月２４日（金）

・講 師 鈴木 正治先生

(福島県俳句連盟会長・NHKくらしの文芸選者)

・賞 相双俳句大会賞、福島県俳句連盟賞、

南相馬市長賞、他多数

・連絡先 江井 芳郎 0244-446424 
南相馬市小高区田町1-49

西内 正浩 0244-23-2592
南相馬市原町区栄町3-68

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ
８月４・1８日 うきふねおはなし会 小高図書館

（土） 10：00～ 0244-44-3049

8月４・５日 家族 で 出席 おも しろ教 室「さん す う　おも せ ど ぅ～ ！」 銘譲館

（土・日） 10：00～12：00 0244-22-2114

8月5日 コンテンポラリーダンス「デビュタント」 南相馬市民文化会館

（日） 15：00開演 0244-25-2763

8月10日 夏休み子ども映画会 原町図書館

（金） 10：00～ 0244-22-4352

8月11日 水谷明子マリンバ・リサイタル 井上

（土） 13:30開場  14:00開演 0244-23-5845
８月11・12日 家族 で 出席 おも しろ教 室「り か　も 　おも せ ど ぅ～ ！」 銘譲館

（土・日） 10：00～12：00 0244-22-2114

8月19日 「古武道演武」 南相馬市博物館

（日） 13:30～15：30 0244-23-6421

8月21日 「 たま ちゃ んるーむ」 ～読 み 聞か せ 親 子で 遊ぶ ～ 原町おやこ劇場　23-4106

（火） 10:30～11:30 夜間　23-1921（岡田）

8月24日 東京交響楽団演奏会 南相馬市民文化会館

（金） 18:30開場　19：00開演 0244-25-2763

8月25日 おはなし会とお楽しみ工作 鹿島図書館

（土） 11：00～12：00 0244-46-5116

8月28日 「ままこん遊スポット」 ＮＰＯ法人はらまちクラブ

（火） 10：00～12：00 久保田24-4649

8月29日 「わらしこ広場」 しゃぼん玉で遊ぼう かしま子育て支援センター

（水） 9：30～11：00 0244-46-1666
9月1・15日 うきふねおはなし会 小高図書館

（土） 10：00～ 0244-44-3049

9月2日 ディーキャンプ　(火おこし、カレ ーライス ) 原町おやこ劇場　23-4106

（日） 9：30～14：00 夜間　23-1921（岡田）

9月11日 「リトミック教室」 鹿島保健センター

（火） 9：55～11：00 0244-46-1451

9月13日 おはなしのへや

（木） 10：00～

9月13日 「 ちびっこ広 場」 親子 で運 動会 を楽しもう 原町子育て支援センター

（木） 9：30～11：00 0244-24-4558

9月15日 おはなし会 原町図書館

（土） 10：00～ 0244-22-4352

9月18日 「 たま ちゃ んるーむ」 ～読 み 聞か せ 親 子で 遊ぶ ～ 原町おやこ劇場　23-4106

（火） 10:30～11:30 夜間　23-1921（岡田）

9月20日 「わらしこ広場」　散歩に出かけよう かしま子育て支援センター

（木） 9：30～11：00 0244-46-1666

9月22日 おはなし会とお楽しみ工作 鹿島図書館

（土） 11：00～12：00 0244-46-5116

9月25日 「ままこん遊スポット」 ＮＰＯ法人はらまちクラブ

（火） 10：00～12：00 担当久保田24-4649

9月27日 自然とあそぼう かしま子育て支援センター

（木）  9：30～11：00 0244-46-1666

9月30日 ひ とり 芝居 「悔悟 の記 録」ある憲 兵の も のが たる 「悔悟の記録」公演実行委員会

（日） 18：30～　　  劇団なんじゃもんじゃ公演 0244-23-1921 （岡田）

情報は、H19. 7.25現在のものです。 詳細は、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。

浮舟文化会館 無料

野馬追い通り銘譲館 無料

野馬追い通り銘譲館
南相馬市文化会館多目的ホール

一般1,000円
友の会会員900円

南相馬市文化センター

（1階　和室）
無料

南相馬市民文化会館

　　　大ホール

全席自由
前売1500円

中学生以下無料

野馬追い通り銘譲館 無料

県立東ｹ丘公園
（南相馬市博物館）

無料

南相馬市文化センター

（２階　和室）
一家族１００円

南相馬市民文化会館
　　　大ホール

　 A席　B席
一般5000円4000円

会員4750円3800円

鹿島区まごころ
　　　　センター

無料

かしま子育て
　　　支援センター

無料
材料費一部有料

浮舟文化会館 無料

相馬ユートピア
大人1000円

子ども６００円
会員外１００円増

鹿島区まごころ

　　　　センター
無料

南相馬市文化センター 無料

南相馬市文化センター

（２階　和室）
一家族１００円

鹿島保健センター 無料

サンライフ南相馬
無料

材料費一部有料

かしま子育て
　　　支援センター

無料
材料費一部有料

南相馬市文化センター 無料

原町子育て
　　　支援センター

無料

本のとも「ありの会」

又は原町図書館22-4352

角川原研修センター
材料費一部有料

（予約制）

南相馬市民文化会館
　　　多目的ホール

１，５００円

無料
材料費一部有料

サンライフ南相馬認知症介護相談会
・日 時 ８月１１日（土） １４：００～１５：３０

９月 ８日（土） １４：００～１５：３０

・場 所 原町区福祉会館

・連絡先 0244-23-4045 （古山）

第36回合同鑑賞例会 劇団なんじゃもんじゃ公演

「きずだらけのりんご」

・日 時 平成１９年９月２５日（火） １８：３０開演

・場 所 南相馬市文化センター ３階視聴覚室

・会 費 会員制、入会金２００円、月会費１，０００円

(４才以上同額) 、当日入会可

・内 容 「あらしのよるに」のきむらゆういちの原作

山のキツネのツネジとタヌキのゲンタは人間をだます
のがおもしろくてならない。
ゲンタは人間に化けて人間の女の子と友だちになった
が、「ほんとうは、おれタヌキなんだい。」と言えなくなった。
人間でいることも疲れてしまったゲンタは・・・・・

・連絡先 原町おやこ劇場 0244-23-4106

夜間 0244-23-1921 （岡田）壤 晴彦 ～朗読講習会～
・日 時 平成１９年８月２９日（水）

18：00～21：00
・場 所 南相馬市文化センター

２階和室

・受講料 ３，５００円

・申し込み先 小畑 0244-24-3361

※教材は、準備いたします。

演技指導の
第一人者

壤さんから
発声等の基
本を学びま
す。

ポランの広場 ～いっしょにあそぼ～

・日 時 平成１９年８月２２日（水）10：00～12：00
（折り紙で箱作り）

平成１９年９月１９日（水）10：00～12：00
・参加費 １００円

・場 所 南相馬市市民活動サポートセンター

・申し込み先 小畑 0244-24-3361


