
ペギー葉山氏講演会

　ファ！はファイトのファ
　～ペギー葉山の介護日記～

5月11日（日） 
開場13：45/開演14：15

場　　所

日 　 時

派 遣 先

期 　 間

入 場 料

情報は、H20.３.20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。

「虫の目写真展」福島民友新聞新聞社
10：00～17：00
青島広志の楽しい音楽史～歌とピアノでたどる音楽の歴史～
開場18：00開演18：30
アマウラ・ビエイラ　ピアノリサイタル
開場13：30開演14：00終演16：00
日野原重明氏「新老人の会」相双地区会設立 記念講演会
「もう一つの人生は楽しさと輝きで」10：00～12：00
「大原尚子絵画展」
10：00～17：00
国際ソロプチミスト第15回チャリティー講演会講師：ペギー葉
山氏「ファ！はファイトのファ」開場13：45開演14：15終演16：15
スペシャル・サロンコンサート セヴラック音楽祭in南相馬
開場18：30開演19：00
モーツァルトのレクイエムを歌う会
開場13：00開演13：30
第38回合同例会 日本サロンコンサート協会公演
「ウィーンの森の物語」場18：00開演18：30終演19：30
東京フィルハーモニー交響楽団金菅五重奏コンサート
開場13：30開演14：00

開催中～4月7日
（月）まで
4月11日

（金）
4月13日

（日）
4月19日

（土）
5月1日（木）
～6日（火）
5月11日

（日）
5月21日

（水）
5月25日

（日）
5月30日

（金）
5月31日

（土）

銘醸館
二番蔵ギャラリー

浮舟文化会館

南相馬市民文化会館
大ホール
南相馬市民文化会館
多目的ホール
銘醸館
二番蔵ギャラリー
南相馬市民文化会館
大ホール
南相馬市民文化会館
大ホール
南相馬市民文化会館
大ホール
南相馬市民文化会館
多目的ホール
南相馬市民文化会館
大ホール

野馬追通り銘醸館
担当 杉本　26－8040

(有)マイケル企画
0240－34－4016

MIN-ON南相馬（須藤方）
22－3489

事務局　加藤
23－0484

野馬追通り銘醸館
担当 杉本　26－8040

国際ソロプチミスト原町（門馬）
23－4108

財団法人 南相馬市文化振興事業団
25－2763

原町混声合唱団（星）
23－6560

原町おやこ劇場 23－4106
夜間（岡田）　23－1921

いわきアーツ（小山田）
0246－88－6848

無　料
(小学生以下先着400名にプレゼント！)

全席自由　2,000円
（大人・小人共）

S席4,500円（指定席）
A席3,800円（自由席）

無　料
（先着130名様）

無　料

全席自由
前売り2,000円
一般　　2,000円
学生　　1,000円

全席自由
前売/当日1,500円
会員制（当日入会可）

入会金　200円 月会費　1,000円 
一般　　　　1,500円

高校生以下　1,000円

おはなしのへや
10：30～
「お花見」
10：00～12：00
たまちゃんるーむ
10：30～12：00
「わらしこ広場」戸外遊びをしよう
9：30～11：00
「ポケットクラブ」こいのぼりを作ろう
9：30～11：00
「絵本の読み聞かせ＆お食事会」
10：00～12：00
「ままこん遊スポット」工作・ふれあいコーナー他
10：00～12：00
「ポケットクラブ」こいのぼりを作ろう
9：30～11：00
「ポケットクラブ」こいのぼりを作ろう
9：30～11：00
こいのぼりを作って保育園の庭や砂場で遊ぼう
9：30～11：00
「ポケットクラブ」こいのぼりを作ろう
9：30～11：00
「未就園児の遊び場開放」
10：00～12：00
「おはなし会」
10：30～
「苺狩り」
10：00～
おはなしのへや
10：30～
「わらしこ広場」野菜を植えよう
9：30～11：00
おやつを作っていただきます！
9：30～11：00
「おはなし会」
10：00～
たまちゃんるーむ
10：30～12：00
「ままこん遊スポット」工作・ふれあいコーナー他
10：00～12：00
「未就園児の遊び場開放」
10：00～12：00
「にこにこ広場」ぱくぱく人形を作って遊ぼう
9：30～11：00

4月10日
（木）

4月14日
（月）

4月15日
（火）

4月16日
（水）

4月21日
（月）

4月21日
（月）

4月22日
（火）

4月22日
（火）

4月23日
（水）

4月23～24日
（水、木）
4月24日

（木）
4月24日

（木）
4月26日

（土）
4月28日

（月）
5月8日
（木）

5月14日
（水）

5月14～15日
（水、木）
5月17日

（土）
5月20日

（火）
5月27日

（火）
5月29日

（木）
6月5日
（木）

南相馬市文化センター

桜平山　現地集合

南相馬市文化センター
2Ｆ和室

かしま子育て支援センター

永田公会堂

ふれあいセンター

サンライフ南相馬

栃窪公会堂

西部コミュニティーセンター

原町子育て支援センター

北右田公会堂

小川町体育館

鹿島区図書館

鹿島区のいちご農園
(日程変更になる事有)

南相馬市文化センター

かしま子育て支援センター

原町子育て支援センター

南相馬市文化センター

南相馬市文化センター
2Ｆ和室

サンライフ南相馬

小川町体育館

ひばり生涯学習センター

原町図書館
22－4351

育児サークル“でんでん虫”
高野　46－1123

原町おやこ劇場 23－4106
夜間（岡田）　23－1921

かしま子育て支援センター
46－1666

かしま子育て支援センター
46－1666

育児サークル“でんでん虫”
高野　46－1123

NPO法人はらまちクラブ
久保田　24－4649

かしま子育て支援センター
46－1666

かしま子育て支援センター
46－1666

原町子育て支援センター
24－4558

かしま子育て支援センター
46－1666

NPO法人はらまちクラブ
久保田　24－4649

鹿島区図書館
46－5116

育児サークル“でんでん虫”
高野　46－1123

原町図書館
22－4351

かしま子育て支援センター
46－1666

原町子育て支援センター
24－4558

原町図書館
22－4351

原町おやこ劇場 23－4106
夜間（岡田）　23－1921

NPO法人はらまちクラブ
久保田　24－4649

NPO法人はらまちクラブ
久保田　24－4649

原町子育て支援センター
24－4558

無　料

無　料

親子で100円

無　料(要予約)

無　料(要予約)

無　料

無　料
材料費一部負担

無　料(要予約)

無　料(要予約)

無　料(要予約)

無　料(要予約)

無　料　
シューズ持参

無　料

無　料

無　料

無　料(要予約)

無　料(要予約)

無　料

親子で100円

無　料
材料費一部負担

無　料　
シューズ持参

無　料

開催日 催事名および時間 場　　　所 お問合せ料　　　金

南相馬市市民活動サポートセンター南相馬市市民活動サポートセンター南相馬市市民活動サポートセンター

国際ソロプチミスト原町

南相馬市国際交流協会 原町子どもネットワーク

各団体イベント情報各団体イベント情報各団体イベント情報各団体イベント情報各団体イベント情報各団体イベント情報各団体イベント情報 さぽせん イベント情報情報さぽせん イベント情報

平成20年度派遣生募集 五月人形を折ってみよう

ホストファミリー募集

アメリカ合衆国オレゴン州

ペンドルトン市

募集人数 ７家族

2008年8月30日(土)～9月15日(月)
の17日間

滞在期間 2008年7月13日(日)～8月2日(土)

南相馬市国際交流協会

　　　　TEL/FAX 0244－25－2371

2008年4月3日(木)～4月25日(金)

費 　 用 個人負担16万円
(パスポート代含みません)

募集人数

応募方法

市内在住の高校生と中学3年生6名

募集期間

2008年5月10日(土)～5月20日(火)募集期間

問 合 せ

国際ソロプチミスト原町

　　　　佐川 0244－24―1415

問 合 せ

所定の応募用紙に記入し、市国際交流

協会に申込んで下さい。（FAXでも可）

応募方法 南相馬市国際交流協会に申込んで下

さい。（FAXでも可）

申込み用紙と詳しい資料を郵送します。

用紙は市国際交流協会に取りに来るか、お電話くだ
されば郵送します。

♪ ♪

南相馬市民文化会館　大ホール

2,000円

4月16日（水） 
10：30～

場　　所

日 　 時

参 加 費

内　　容

小畑　0244－23―5420問 合 せ

市民活動サポートセンター会議室

100円

子どもの日に向けて５月人形や、兜を

折ります。

玄関先に気軽に飾ってみましょう。

原町おやこ劇場

おやこまつり

場　　所

参 加 費

内　　容

原町おやこ劇場　0244－23―4106

　　夜間（岡田）　0244－23―1921

問 合 せ

高平生涯学習センター

50円

「読み聞かせ」「模擬店」　
「楽器を作って遊ぼう」他

4月20日（日） 
10：00～14：00

日 　 時

認知症の人と家族の会

認知症介護相談会

定例会・つどい

場　　所

古山　0244－23―4045問 合 せ

原町区　福祉会館

4月12日（土）　13：30～15：30

5月12日（月）　13：30～15：30

日 　 時

5月10日（土）　13：30～15：30日 　 時

＜キッズイベント＞

開催日 催事名および時間 場　　　所 お問合せ料　　　金
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