
認知症介護相談会

日 時 １２月 ８日（土） １４：００～１５：３０

１月 ５日（土） １４：００～１５：３０

場 所 原町区福祉会館

連絡先 0244-23-4045 （古山）

新春俳句大会
日 時 平成２０年１月２０日（日）
場 所 原町区 ニユーさいとう tel: 22-2983

作品募集
締 切：平成２０年１月１０日（木）必着 期日厳守
投 句：当季雑詠
投句料：１，０００円
投句先：原町区旭町3-7 宮本みさ子 tel:23-3343

連 絡 先 原町俳句連盟
西内 正浩 tel:23-2592

Ｘ‘ｍａｓ
フラワーアレンジメントをつくろう

日 時 １２月１９日（水） １０：００～１２：００
場 所 市民活動サポートセンター会議室
クリスマスパーティーにお部屋をかざるアレンジメン
トを作ります。(玄関にも、テーブルにも置けます)

講 師 半沢 生子 先生

参加費等 １、５００円
申し込み締め切り 12月15日
連 絡 先 市民活動サポートセンター

２３－５４２０

報 告

９･２８ 加藤氏講演会 大盛況！！

「お正月お楽しみ会」
日 時 ２００８年１月２７日（日）１０：００～１４：００
場 所 石神生涯学習センター
内 容 読み聞かせ、伝承遊び他

参加費等 無料
連 絡 先 0244-23-4106

日 時 １２月８日（土）１８：００開演
場 所 サンライフ南相馬
内 容 前半は、うそ まことさんによる

けん玉とこまのショー
後半は、ワークショップ

第３７回合同鑑賞例会
げきだんはてな公演「とびだせケンダマン！」

参加費等 会員制
連 絡 先 0244-23-4106
そ の 他 会費 月額1,000円、 (４才以上同額）

入会金200円 当日入会可

去る９月２８日、せんだい・みやぎＮＰＯセンター代表理事の加藤哲夫氏
を講師に迎えて講演会を昼・夜の２回に分けて開催いたしました。当日は
大勢の方々が参加され、「協働」「これからの市民活動のあり方」について
の講演に聞き入っておられました。

協働とは、ボランティアの団体・ＮＰＯ、行政、企業のそれ
ぞれの主体性、自発性のもとに互いに特性を認識・尊重し
合いながら、対等な立場で、共通の目的を達成するための
協力・協調することです。

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ

12/1～16 原町篆刻会展～書道の原点方寸の芸術～ 銘譲館
(土～日) １０：００～１７：００ ２６－８０４０

12/1～1/16 人形とひも結び作品展 銘譲館
(土～日) ９：００～１７：００ ２６－８０４０
12月2日 ★☆☆弁当座　ですよ。 ㈱青葉企画

（日） １３：３０開場　１４：００開演 080-6034-0832
12月8日 ドレスデン歌劇場　室内管弦楽団 (財)南相馬市文化振興事業団　

（土） １７：３０開場　１８：００開演 25-2763
12月15日 映画　「ゴーヤーちゃんぷるー」 南相馬市社会福祉協議会

（土） 第１回10：00 第２回13：30 第３回18：00 ２４－３４１５
12月23日 ゆめはっとジュニア・ウインド・オーケストラ (財)南相馬市文化振興事業団　

（日） 14：30開場 15：00開演 25-2763
1月1日 「元旦イベント」　～神楽舞披露・大吟醸甘酒～ 銘譲館
（火） ９：００～ ２６－８０４０

1月11日 吉川よしひろ　チェロ・パフォーマンス (財)南相馬市文化振興事業団　
（金） １８：３０開場　１９：００開演 25-2763

1月13日      平成２０年　南相馬市成人式
（日） 鹿島区  10：00受付　　10：30式典　 さくらホール 鹿島生涯学習センター地域教育グループ４６－５１１６

原町区　12：30受付　　13：30式典 南相馬市民文化会館大ホール
小高区   13:15 受付　　14：00式典 浮舟文化会館ホール

1月13日 石神地区世代間交流事業 石神生涯学習センター
（日） 9：０0～ ２２－３４２１

１月19・20日 福島県アンサンブルコンテスト 福島県吹奏楽連盟相双支部
（土・日） １０：００開演　１８：００終演（２０日１８：３０） 36-1331
1月26日 裁判員制度ミニフォーラムｉｎ南相馬 福島地方裁判所事務局総務課

（土） １３：００開場 １３：３０開始 １６：２０終了 024-534-2156
2月11日 映画　「ふみ子の海」 南相馬ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

（月） 第１回14：30 第２回18：30 23-1268
2月24日 人生を楽しくする方程式～ピーターフランクル～ 鹿島地域教育グループ

（日） １３：００開場　１３：３０開演 46-5116

＜＜ キ ッ ズ イ ベント ＞＞

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ

12月3日 クリスマスリースを作ろう！ 育児サークル　でんでん虫
（月） １０：００～１１：３０ 増田　４６－３６３１

12月6日 クリスマスの飾りを作ろう 原町子育て支援センター
（木） 9：30～11：00 24-4558

12月8日 親子であそぼ!(読み聞かせ、手あそびなど)
（土） 第１回11：00～12：00 第２回13：30～14：30

12月11日 「ちびっこ広場」餅つきをしよう 原町子育て支援センター
（火） 9：30～11：00 24-4558

12月12日 クリスマスの飾りを作ろう 原町子育て支援センター
（水） 9：30～11：00 24-4558

12月12日 おやこ食育教室 育児サークル　でんでん虫
（水） 9：30～1２：00 増田　４６－３６３１

12月15日 クリスマス会 うきふねおはなし会
（土） １３：３０～ 44-3049

12月17日 クリスマス会＆お誕生会 育児サークル　でんでん虫
（月） １０：００～１２：００ 増田　４６－３６３１

12月18日 たまちゃんるーむ 原町おやこ劇場
（火） １０：３０～１２：００ 23-4106・夜23-1921(岡田)

12月22日 おはなし会とおたのしみ工作 鹿島図書館
（土） １１：００～１２：００ 46-5116

1月15日 お正月遊びをしょう かしま子育て支援センター
（火） 9：30～11：00 46-1666

1月15日 たまちゃんるーむ 原町おやこ劇場
（火） １０：３０～１２：００ 23-4106・夜23-1921(岡田)

1月16日 絵本の読み聞かせ 原町子育て支援センター
（水） 9：30～11：00 24-4558

1月19日 うきふねおはなし会 小高図書館
（土） １０：００～１１：００ 44-3049

１月２３．２４日 「ちびっこ広場」鬼のお面を作って豆まきをしよう 原町子育て支援センター
（水・木） 9：30～11：00 24-4558
1月26日 おはなし会とおたのしみ工作 鹿島図書館

（土） １１：００～１２：００ 46-5116
2月6日 折り紙で遊ぼう 原町子育て支援センター
（水） 9：30～11：00 24-4558

2月19日 折り紙で遊ぼう 原町子育て支援センター
（火） 9：30～11：00 24-4558

情報は、H19. 11.20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２ 0 日ま で に情 報 をお寄 せ下 さい。　お待ち して おりま す 。

無料

無料(要予約)

全席自由
　　　　 2,000円

石神生涯学習センター 無料

サンライフ南相馬
前売　1，000円
当日　1，200円

さくらホール

銘譲館

全席自由
　　　　 前売2,000円

南相馬市民文化会館
　       大ホール

前売一般1，200円
小中学生　　800円

南相馬市民文化会館
　       多目的ホール

全席自由
　　　　前売 3,000円

南相馬市民文化会館
　       大ホール

全席自由
500円(当日券のみ)

南相馬市教育委員会生涯学習課　２４－５２４９
南相馬市浮舟文化会館内地域教育課　４４－３０４９

南相馬市民文化会館
　       多目的ホール

浮舟文化会館

原町子育て支援センター 無料(要予約)

銘譲館　二番蔵 無料

銘譲館　明治蔵 無料

南相馬市民文化会館
　       大ホール

前売　Ａ席5，000円
　　　　Ｂ席4，000円

南相馬市民文化会館
　       大ホール

ひがし生涯学習センター 無料

鹿島子育て支援センター
一部有料

材料費負担

ひばり生涯学習センター 無料

原町子育て支援センター 無料

無料

原町子育て支援センター

さくらホール
前売  500円
当日　800円

無料

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室)

一家族
１００円

無料

かしま保健センター 無料(要予約)

万葉ふれあいセンター 無料

かしま子育て支援センター 無料(要予約)

さくらホール

無料

無料(要予約)

小高区浮舟文化会館

一家族
１００円

南相馬市文化センター
　　　　(２階　和室)

さくらホール 無料

本のとも「ありの会」又は
原町図書館22-4352

ひがし生涯学習センター

ひばり生涯学習センター 無料

南相馬市文化センター
　　１階　第１、２会議室

無料

定員15名


