
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
8月2日～24日 

（土～日） 

相馬野馬追着用 甲冑「風」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 

8月2日～9月7日 

（土～日） 

「朝日座展」 

9：00～16：15 
南相馬市博物館 入場料３００円 

南相馬市博物館 

          23－6421 

8月3日 

（日） 

「’08北泉ビーチ遊すぽ」 

8：00～ 
北泉ビーチ 無 料 

NPO法人はらまちクラブ 

       鎌田 22－2114 

8月9日 

（土） 

朗読と音楽（ジャズ）の贈り物 

～詩を読もう！ スウィングしよう！～ 

開場18：30 開演19：00 

浮舟文化会館 
大   人 2,000円 

高校生以下 1,000円 

朗読と音楽の贈り物「朗読館」 

          24－0939 

8月16日 

（土） 

相双地区吹奏楽部OBによる 

ブレーメンウインドオーケストラ第13回演奏会 

開場14：00 開演 14：30 

鹿島生涯学習ｾﾝﾀｰ 

さくらホール 
全席自由 400円 高野     090-7339－3800 

9月5日 

（金） 

「楕円桜」発売記念 

渡瀬あつ子ふるさとＬＩＶＥ 

開場18：30 開演 19：00 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

 一 般 1,500円(ｿﾌﾄﾄﾞﾘﾝｸ付) 

 中高生 1,000円 

 小学生  500円 

あつ子フレンズ 

   長谷川 和子 23－6474 

9月6日～7日 

（土～日） 

もとまつり 

9/6 15:00～21:00  9/7 10：00～20：00 
銘譲館二番蔵他 無 料 

原町観光協会 

          22－2114 

9月14日～23日 

（金～火） 

民芸展 

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 

9月21日 

（日） 

2008世界アルツハイマーデー記念講演会 

「認知症を知ろう！」 

13：30～15：30 

原町市福祉会館視聴覚室 無 料 
社団法人認知症の人と家族の会 

 相双地区会 古山 23－4045 

 ＜＜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 
8月2日 

（土） 

「うきふねおはなし会」 

10：00～11：00 
浮舟文化会館 無 料 

小高図書館 

         44－3049 

8月2日 

（土） 

体験学習「勾玉作り」 

10：00～12：00 
南相馬市博物館 

材料費ほか 

200円程度 

南相馬市博物館 

         23－6421 

8月5日 

（火） 

「にこにこ広場」水遊びのおもちゃを作ろう 

9：30～11：00 
大甕生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

8月8日 

（金） 

「夏休み子ども映画会」 

10：00～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書館 

         22－4352 

8月16日 

（土） 

「うきふねおはなし会」 

10：00～11：00 
浮舟文化会館 無 料 

小高図書館 

         44－3049 

8月19日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ 

10：30～12：00 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
会員外 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

  夜間（岡田） 23－1921 

8月19日 

（火） 

「にこにこ広場」水遊びのおもちゃを作ろう 

9：30～11：00 
石神生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

8月23日 

（土） 

「おはなし会」おはなし会とおたのしみ工作 

10：30～ 
鹿島図書舘 無 料 

鹿島図書舘 

         46－5116 

8月27日 

（水） 

「わらしこ広場」しゃぼん玉で遊ぼう 

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 

8月28日 

（木） 

「海で遊ぼう!」 

10：00～12：00 (会員募集) 

シーサイドパーク 

(原町北泉)現地集合 
無 料(要連絡) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

9月1日 

（月） 

「誕生会&絵本の読み聞かせ」 

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

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

9月6日 

（土） 

「うきふねおはなし会」 

10：00～11：00 
浮舟文化会館 2F 茶室 無 料 

小高図書館 

         44－3049 

9月8日 

（月） 

「お月見」(団子作り) 

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

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

9月10日 

（水） 

「育児教室」応急処置 

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 

9月11日 

（木） 

「おはなしのへや」 

10：30～ 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
無 料 

原町図書館 

         22－4352 

9月16日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ 

10：30～12：00 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
会員外 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

  夜間（岡田） 23－1921 

9月17日 

（水） 

「わらしこ広場」ミニ遠足に行こう 

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 

9月17日 

（水） 

「ミニ運動会！元気いっぱい頑張ろう！」 

9：30～11：00 
ひばり生涯学習センター 無 料(要予約) 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

9月20日 

（土） 

「おはなし会」 

10：00～ 

南相馬市文化センター 

     2Ｆ和室 
無 料 

原町図書館 

         22－4352 

9月20日 

（土） 

「うきふねおはなし会」 

10：00～11：00 
浮舟文化会館 無 料 

小高図書館 

         44－3049 

9月20日 

（土） 

講座と映画「南相馬の子どもの祭り」 

10：00～12：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

9月27日 

（土） 

「おはなし会」おはなし会とおたのしみ工作 

10：30～ 
鹿島図書舘 無 料 

鹿島図書舘 

         46－5116 

9月27日～28日 

（土、日） 

体験学習「化石をとって展示しよう」 

10：00～12：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

 情報は、H20.7.20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。 

認知症の人と家族の会 

 

 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 
 日 時  ８月１１日（月） 
        １３：３０～１５：３０ 
 日 時  ９月 ８日（月） 
        １３：３０～１５：３０ 
 場 所  原町区 福祉会館 
 ----------------------------------------  

＊ 定例会・つどい ＊ 
 
 日 時  ８月 ９日（土） 
        １３：３０～１５：３０ 
 日 時  ９月１３日（土） 
        １３：３０～１５：３０ 
 場 所  原町区 福祉会館 
 ----------------------------------------  

 問合せ  古 山  ２３―４０４５ 

原町おやこ劇場 

 原町おやこ劇場 20周年記念 
  第 39回合同例会 劇団風の子九州公演 
 「3ちゅうVery much!?」 
    おかしなネズミたちの珍騒動！ 
 
 日 時  ９月1９日（金） 

        １８:３０～ 
 場 所  サンライフ南相馬 
 参加費  会員制 入会金 200円 

          月会費 1,000円（４歳以上同額） 

 ※    この例会に限り一般券を販売 

        前売券1,500円 当日券2,000円 

 内 容  「実験室から逃げだした3びきのネズミ？ 

      さて、どうなる!?」 

 ----------------------------------------  
 原町おやこ劇場 20周年記念 
  第 8回地域公演 劇団 なんじゃもんじゃ公演 
 「ハナさんのおきゃくさま」 
 
 日 時  １０月４日（土） 
        1回目 １３:３０～ 
        2回目 １８:３０～ 
 場 所  南相馬市民文化会館 多目的ホール 
 参加費  ４歳以上 1,000円 
 内 容  「あそびに来てください。赤い屋根にキノコが 

      ３本、げんかん二つのわたしの家へ！」 

 ----------------------------------------  
 問合せ  原町おやこ劇場   ２３－４１０６ 
      夜間 （岡 田）  ２３－１９２１ 

南相馬市国際交流協会 

 ホストファミリー募集（ｱﾒﾘｶ人教員、１泊） 
 

 日 時  １０月２５日（土） １６:００ から 

      １０月２６日（日） １６:００ まで 

 場 所  各家庭 

 内 容  日本フルブライトメモリアル基金の米国 

      教師、教育視察団が来市します。10日間の 

      うち日本人の家庭生活体験を希望しており、 

      １泊だけお願いいたします。 

 募 集  １６人ですので１６家族を募集します。 

 申込締切 ８月２２日（金）まで 

   ※ 申込用紙は、南相馬市国際交流協会まで。 

 ----------------------------------------  

 問合せ  南相馬市国際交流協会 ２５－２３７１ 

原町子どもネットワーク

 壤 晴彦 「声の小劇場」ＮＯ，３ 
 

 日 時  9月 4日（木） 
      開場 １８:３０  開演 １９：００ 
 場 所  南相馬市民文化会館 多目的ホール 
 入場料  2,000円 （当日 2,500円） 
 内 容  夏目漱石作 「夢十夜」より 

      シェイクスピア作 「マクベス」より 

 賛助出演 笛：菅野啓明 三弦：菅野幾代 

 ----------------------------------------  

 朗読講習会のご案内 
 
 日 時  9月 3日（水）１８:００～２１:００ 
 講 師  壤 晴彦 
 場 所  南相馬市文化センター ２Ｆ第 2研修室 
 受講料  3,500円 
 ----------------------------------------  

 問合せ  小 畑 （夜 7時～） ２４―３３６１ 

朝日座を楽しむ会 

 参上！ 
 日 時  ８月１７日（日） 
        1回目 １３:００～ 
        2回目 １５:３０～ 
 場 所  朝日座 
 入場料  1,500円 （会員 1,000円） 
      （４歳児以上有料、 

       ４歳児未満でも席が必要な場合は有料） 

 ----------------------------------------  

 問合せ  朝日座を楽しむ会  ２３―５４２０ 


