
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
6月8日 

（日） 

第19回相馬流れ山全国大会 

開場9：30 開演10：00 終演16：00 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

前売り1,000円 

 当日  1,500円 

原町観光協会 

          22－2114 

6月6日～16日 

（金～月） 

第3回 家族の絵展 

10：00～17：00 
銘譲館二番蔵ギャラリー    無 料 

原町観光協会 

          22－2114 

6月15日 

（日） 

第24回原町高校吹奏楽部定期演奏会 

開場13：00 開演13：30 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

一般    500円 

高校生以下 400円 

原町高校吹奏楽部（大須賀） 

          23－6196 

6月19日～29日 

（木～日） 

第3回浜通りの美しい風景写真コンテスト入賞作品展 

10：00～17：00 
銘譲館二番蔵ギャラリー    無 料 

原町観光協会 

          22－2114 

6月19日 

（土） 

第24回原町メンネル・コール演奏会 

開場18：00 開演18：30 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席自由 

前売り500円 

原町ﾒﾝﾈﾙ･ｺｰﾙ（藤沢） 

          23－5780 

6月29日 

（日） 

プルミエ・バレエ・クラシック 

 第6回発表会(第1部:小品集 第2部:コッペリア) 

開場14：00 開演14：30 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

前売り・当日 

1,500円 

ﾌﾟﾙﾐｴ・ﾊﾞﾚｴ・ｸﾗｼｯｸ (あべ) 

       022－213－3666 

7月5～27日 

（土～日） 

安堵 蒼樹絵画展 

10：00～17：00 
銘譲館二番蔵ギャラリー    無 料 

原町観光協会 

          22－2114 

7月5日 

（土） 

七夕に輝く出会いのコンサート 

開場18：00 開演18：30 
浮舟文化会館 全席自由 3,000円 

七夕コンサート実行委員会事務局 

          44－3049 

 

 ＜＜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 
6月2日 

（月） 

「オーシャンフィールドで遊ぼう!」 

10：00～12：00 (会員募集) 

オーシャンフィールド 

(原町火発)現地集合 
無 料(要予約) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

6月5日 

（木） 

「にこにこ広場」ぱくぱく人形を作って遊ぼう 

9：30～11：00 
ひばり生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

6月7日 

（土） 

「本の読み聞かせ」 

10：00～11：00 
浮舟会館 2F 茶室 無 料 

小高図書館 (浮舟会館内) 

         44－3049 

6月9日 

（月） 

「東ケ丘公園で遊ぼう!」 

10：00～12：00 (会員募集) 

東ケ丘公園 

現地集合 
無 料(要予約) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

6月11日 

（水） 

育児教室①子育ての話 

9：30～11：00 
かしま子育て支援センター 無 料(要予約) 

かしま子育て支援センター 

         46－1666 

6月12日 

（木） 

おはなしのへや 

10：30～11：30 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
無 料 

原町図書館 

         22－4351 

6月12日～13日 

（木、金） 

親子でリトミックにチャレンジ！ 

9：30～11：00 
原町子育て支援センター 無 料(要予約) 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

6月16日 

（月） 

「リサイクル交換会」 

10：00～11：30 (会員募集) 
かしま子育て支援センター 無 料(要予約) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

6月17日 

（火） 

たまちゃんるーむ 

10：30～11：30 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

夜間（岡田）  23－1921 

6月17日 

（火） 

「にこにこ広場」ぱくぱく人形を作って遊ぼう 

9：30～11：00 
ひがし生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

6月18日 

（水） 

「わらしこ広場」小麦粉粘土で遊ぼう 

9：30～11：00 
かしま子育て支援センター 無 料(要予約) 

かしま子育て支援センター 

         46－1666 

6月21日 

（土） 

「本の読み聞かせ」 

10：00～11：00 
浮舟会館 2F 茶室 無 料 

小高図書館 (浮舟会館内) 

         44－3049 

6月23日 

（月） 

「七夕飾りづくり」 

10：00～11：30 (会員募集) 
かしま子育て支援センター 無 料(要予約) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

6月24日 

（火） 

「ままこん遊ｽﾎﾟｯﾄ」工作・ふれあいコーナー他 

10：00～12：00 
サンライフ南相馬 

無 料 

材料費一部負担 

NPO法人はらまちクラブ 

     久保田 24－4649 

6月26日 

（木） 

「未就園児の遊び場開放」 

10：00～12：00 
小川町体育館 

無 料 

シューズ持参 

NPO法人はらまちクラブ 

     久保田 24－4649 

6月30日 

（月） 

「絵本の読み聞かせ＆誕生会」 

10：00～12：00 (会員募集) 
ふれあいセンター 無 料(要予約) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

7月5日 

（土） 

「本の読み聞かせ」 

10：00～11：00 
浮舟会館 2F 茶室 無 料 

小高図書館 (浮舟会館内) 

         44－3049 

7月10日 

（木） 

おはなしのへや 

10：30～11：30 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
無 料 

原町図書館 

         22－4351 

7月15日 

（火） 

たまちゃんるーむ 

10：30～11：30 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

  夜間（岡田） 23－1921 

7月15日 

（火） 

「ままこん遊ｽﾎﾟｯﾄ」工作・ふれあいコーナー他 

10：00～12：00 
サンライフ南相馬 

無 料 

材料費一部負担 

NPO法人はらまちクラブ 

     久保田 24－4649 

7月16日 

（水） 

「わらしこ広場」水遊びをしよう 

9：30～11：00 
かしま子育て支援センター 無 料(要予約) 

かしま子育て支援センター 

         46－1666 

7月16日～17日 

（水、木） 

うちわを作って 縁日ごっこ！ 

9：30～11：00 
原町子育て支援センター 無 料(要予約) 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

7月17日 

（木） 

「未就園児の遊び場開放」 

10：00～12：00 
小川町体育館 

無 料  

シューズ持参 

NPO法人はらまちクラブ 

     久保田 24－4649 

7月19日 

（土） 

「本の読み聞かせ」 

10：00～11：00 
浮舟会館 2F 茶室 無 料 

小高図書館 (浮舟会館内) 

         44－3049 

 情報は、H20.5.20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20日まで情報をお寄せ下さい。お待ちしております。 

玉ノ井一俵会 

七夕飾りをつくろう  
 日 時  ６月１８日（水） 
        １３：３０～１５：３０ 
 場 所  市民活動サポートセンター 会議室 
 参加費  会員無料 会員以外 １００円 
 内 容  くす玉とあじさいを作って 
      飾ってみましょう。 
 問合せ  市民活動サポートセンター内 
        （星） ２３－５４２０ 

認知症の人と家族の会 

 

 

原町赤十字奉仕団 

＊ 街頭献血のお願い ＊ 
 日 時  ７月１１日（金） 
        ９：４５～１７：００ 
 場 所  旭公園 
 
 問合せ  原町赤十字奉仕団 
      委員長 小野 洋子  ２３－３７２３ 

折り紙伝承会 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 日 時  ６月 ９日（月） 
        １３：３０～１５：３０ 
      ７月１４日（月） 
        １３：３０～１５：３０ 
 ----------------------------------------  

＊ 定例会・つどい ＊ 
 日 時  ６月１４日（土） 
        １３：３０～１５：３０ 
 日 時  ７月１２日（土） 
        １３：３０～１５：３０ 
 ----------------------------------------  
 場 所  原町区 福祉会館 
 問合せ  古山 ２３―４０４５ 

＊ 夏合宿激励会 ＊ 
 日 時  ８月上旬 
 ※ 日時、場所、会費等については、 
   お問合わせ下さい。 
 内 容  玉ノ井一俵会総会後、所属力士を招いての 
      夏合宿激励会を実施します。 
      激励会には一般参加も可能です。 
 
 問合せ  事務局長 鈴木 洋一 ２２－７３６８ 
      会計長  今野 栄治 ２２－６０８３ 

アグリ・ウォッチャー・クラブ 

 「南相馬市石けん地図」完成記念 講演会 
   食に見る格差社会  
   ― 安全神話の崩壊 ― 
 日 時  ６月１４日（土） 
        １５：００～１６：３０ 
 場 所  南相馬市原町区福祉会館 
 参加費  前売券 １，０００円 
     （当日券 １，５００円） 
 ※    前売券は、市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ、 
         ｱｸﾞﾘ・ｳｫｯﾁｬｰ・ｸﾗﾌﾞ事務所にて販売 
 内 容  〇講演会 
       スナック菓子やカップめん等のジャンク 
      フードや農薬汚染の輸入食料の問題など 
      「食」の安全がおびやかされています。 
       毎日の食事や学校給食を安全で安心な 
      ものにするための方法を考えます。 
      〇講師 佐藤 幸也先生 
          （宮城学院女子大学教授） 
 
 問合せ  アグリ・ウォッチャー・クラブ 
        （岡田） ２３－１９２１ 

はなみずき 

 南相馬市女声合唱団「はなみずき」 
   心の歌コンサート 
 日 時  ７月１３日（日） 
        １３：３０～ 
 場 所  南相馬市民文化会館（ゆめはっと） 
               大ホール 
 参加費  全席自由 ５００円（中学生以下無料） 
 内 容  童謡、唱歌、子供の歌声など 
 
 問合せ  「はなみずき」 
         相馬 ヨシノ ２３－５６５７ 

 

 


