
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
10月3日～13日 

（金～月） 

石井美千子作「昭和のこどもたち」人形展 

10：00～16：00 
野馬追通り銘譲館 

大 人 前売 500円(当日 700円) 

中高生 前売 300円(当日 500円) 

小学生以下  無料 

野馬追通り銘譲館 

          26－8040 

10月18日 

（土） 

講演会「金田一秀穂の世界一受けたい授業 

～おもしろ日本語～」 

18：00～19：30 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席自由 

前売 1,000円 

原町商工会議所 

  (10:00～17:00) 22－1141 

10月25日 

（土） 

平成20年度 地域リハビリテーション 

「介護予防と終末期リハビリテーション」 

14：00～ 

浮舟文化会館 

ホール 
無 料 

南相馬市立総合病院 

          22－3181 

10月25日 

（日） 

第32回紅梅の里ロードレース大会 

受付7：30 開会式 8：15 

南相馬市 

小高小学校校庭 

 小・中学生   500円 

 高校生     700円 

 一   般  1,000円 

浮舟文化会館 

          44－3049 

11月22日 

（土） 

「いのちの食べ方」上映会 

1回目13：30～ 2回目15：30～ 3回目18：30～ 

南相馬市民文化会館 

多目的ホール 

 前売券 300円 

   （当日400円） 

グローバル・イン原町 

       若松 25－2371 

12月7日 

（日） 

第22回野馬追いの里健康マラソン大会 

第4回ウォーキング大会 

受付7：30 開会式 8：20 

南相馬市 

雲雀ヶ原陸上競技場 

 小・中学生   500円 

 高校生    1,000円 

 一般男女   2,500円 

 親子ペア   3,000円 

 ウォーキング  500円 

野馬追いの里健康マラソン大会 

実行委員会事務局 

          22－8951 

 ＜＜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 
10月4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 

10月6日 

（月） 

「芋煮会」 

10：00～12：00 
ハートランドはらまち 

材料費など実費 

(要連絡) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

10月7日 

（火） 

「にこにこ広場」楽器を作って一緒に歌おう! 

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 

10月9日 

（木） 

「おはなしのへや」 

10：30～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書館 

         22－4352 

10月11日～12日 

（土、日） 

第5回「絵本展」～読みつがれて 語りつがれて～ 

10：00～15：00 

南相馬市文化センター 

     3Ｆ視聴覚室 
無 料 

本のとも「ありの会」 

      若月 22－2786 

10月12日 

（日） 

第36回市民サイクリング大会 

8：30～15：00 

ひばり生涯学習センター前 

         駐車場 

500円(要事前申込) 

(飲物・保険料他) 

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ協会事務局 

佐藤じてんしゃ屋 23－3357 

10月13日 

（月） 

「民話の世界」 

10：30～12：00 
旧武山家住宅 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

10月15日,16日 

（水、木） 

「おやつを持ってお散歩にいこう！」 

9：30～11：00 東町周辺お散歩コースを紹介 
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 

10月18日 

（土） 

「おはなし会」 

10：00～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書館 

         22－4352 

10月18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 

10月19日 

（日） 

「古武道演武」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

10月20日 

（月） 

「誕生会＆絵本の読み聞かせ」 

10：00～12：00 
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 

10月21日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ 

10：30～11：30 

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 

10月25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 

鹿島図書館 

         46－5116 

10月27日 

（月） 

「ハロウィンの仮装を作ろう」 

10：00～11：30 
鹿島子育て支援センター 無 料(要連絡) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

10月29日 

（水） 

「ハロウィン仮装大会に参加しよう」 

10：00～ 
松月堂（鹿島区） 無 料(要連絡) 

育児サークル”でんでん虫” 

      高野 46－1123 

10月30日 

（木） 

「にこにこ広場」楽器を作って一緒に歌おう! 

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 

11月5日 

（水） 

「育児教室」絵本について 

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 

11月6日 

（木） 

「おはなしのへや」 

10：30～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書館 

         22－4352 

11月13日,14日 

（木、金） 

「キッズビクスで体も元気! 心も元気!」 

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 

11月15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 

11月15日 

（土） 

「おはなし会」 

10：00～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書館 

         22－4352 

11月18日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ 

10：30～11：30 

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 

11月18日 

（火） 

「わらしこ広場」リトミック遊びをしよう 

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 

11月22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 

鹿島図書館 

         46－5116 

 情報は、H20.9.20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  １０月２０日（月） 
      １１月１０日（月） 
        １３:３０～１５:３０ 
 場 所  原町区 福祉会館 
 ----------------------------------------  

＊ 定例会・つどい ＊ 
 
 日 時  １０月１１日（土） 
      １１月 ８日（土） 
        １３:３０～１５:３０ 
 場 所  原町区 福祉会館 
 ----------------------------------------  

 問合せ  認知症の人と家族の会 
          古 山  ２３―４０４５ 

原町おやこ劇場 

 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  全席自由 1,000円 （４歳以上同額） 
 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 

あきいちフリーマーケットの品物

の寄付のお願い 
 

 内 容   

１日1＄（110円）で暮らす最貧国の人々、 

特に幼児・学校に通えない子ども・難民収容 

所で生きるのに精一杯の人々にちょっとだけ 

の愛を届けたい。ユニセフ（国連児童基金） 

  UNHCR（国連難民事務所）へ募金をします。 

家庭にある手つかずの品々をご寄付下さい。 

  大人用の古着はご遠慮します。 

  賞味期限内の食品も大歓迎です。 

  また、ぜひ買いに来てください。 

 

＊ 品物を１０月末日まで、南相馬市国際交流 

   協会にご持参下さい。 

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

 問合せ  南相馬市国際交流協会 
                ２５－２３７１ 

朝日座を楽しむ会 

第１９回東京国際映画際 特別招待作品 
アカデミー賞２部門受賞 

「不都合な真実」 
 

 地球を愛し、子どもたちを愛する全ての人々へ 
  アル・ゴア前米国副大統領が半生を捧げて伝える 

人類への警告。 
 
 日 時  １０月１８日（土） 
        1回目 １３:００～ 
        2回目 １５:３０～ 
        3回目 １８:３０～ 
 場 所  朝日座 
 入場料  1,500円 （会員 1,000円） 
     （４歳児以上同一料金になります。） 

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

 

みんなで朝日座を 

      考えてみませんか。 

          会員募集中！！ 
 問合せ  朝日座を楽しむ会 
              ２３―５４２０ 

国際ソロプチミスト原町 

チャリティディナーショー 

♪ 後藤 優子コンサート ♪ 
～ジャンルを越えたマルチな魅力をあなたへ～ 

 
 日 時  １１月２９日（土） 
        １８:３０～ 
 場 所  ラフィーヌ ２Ｆ 
 会 費  8,000円  
 ----------------------------------------  

 問合せ  国際ソロプチミスト原町 
         萩 原  ２３―２２３６ 


