
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
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 
参加者申込終了 

野馬追いの里健康ﾏﾗｿﾝ大会 

実行委員会事務局 

         22－8951 

12月7日まで 

（日） 

「田んぼの生き物・たからもの」 

～人とともに歩んできた自然～ 

9：00～16：45 

南相馬市博物館  一 般     300円 
南相馬市博物館 

         23－6421 

12月7日まで 

（日） 

「恐竜時代のシダ・ソテツの森」 

9：00～16：45 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

12月13日 

（土） 

博物館講座「古代の様相」～城棚と人の移動～ 

13：30～15：30 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

12月12日～14日 

（金、日） 

ステンドグラス燦（さん）の会教室展 
～クリスマスの季節。 

色鮮やかなｶﾞﾗｽのきらめきをお届けします。～

10：00～18：00 最終日17：00 

銘醸館 

 二番館ホール 
無 料 

野馬追い通り銘醸館 

         26－8040 

1月1日 

（木） 

銘醸館 元旦イベント 

～神楽舞 披露・甘酒の振舞い～ 

9：00～ 

銘醸館 

 自由広場 
無 料 

野馬追い通り銘醸館 

         26－8040 

 
 ＜＜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１日 

（月） 

「クリスマスリース作り」 

10：00～11：30 

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 

12月2日 

（火） 

「育児教室」応急処置 

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 

12月6日 

（土） 

「うきふねおはなし会」本の読み聞かせ 

10：00～11：00 

浮舟文化会館 

     2Ｆ茶室 
無 料 

小高図書館 

         44－3049 

12月8日 

（月） 

「クリスマス会準備」 

10：30～11：30 

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 

12月9日 

（火） 

「にこにこ広場」クリスマスツリーを作ろう! 

9：30～11：00 
太田生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

12月12日 

（金） 

「臼と杵で おもちつきを しよう！」 

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 

12月15日 

（月） 

「クリスマス会」 

10：00～12：00 
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 

12月16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 

12月16日 

（火） 

「にこにこ広場」クリスマスツリーを作ろう! 

9：30～11：00 
高平生涯学習センター 無 料 

原町子育て支援センター 

         24－4558 

12月18日 

（木） 

「わらしこ広場」餅つきに参加しよう 

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 

12月20日 

（土） 

「うきふねおはなし会」クリスマス会 

10：00～11：00 

浮舟文化会館 

     2Ｆ茶室 
無 料 

小高図書館 

         44－3049 

12月22日 

（月） 

「自由に遊ぼう！」 

10：00～11：30 

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 

12月23日 

（火） 

体験学習「正月の飾り作り」 

9：30～12：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

1月16日 

（金） 

「育児教室」親子３Ｂ体操 

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 

1月14日 

（水） 

「ポケットクラブ」お正月遊びをしよう 

9：30～11：00 
万葉ふれあいセンター 無 料(要予約) 

かしま子育て支援センター 

         46－1666 

1月18日 

（日） 

「うきふねおはなし会」本の読み聞かせ 

10：00～11：00 

浮舟文化会館 

 2F 茶室 
無 料 

小高図書館 

         44－3049 

1月18日 

（日） 

「お正月お楽しみ会」 

 読み聞かせ、伝承遊び、餅つき、模擬店など  

10：00～ 

石神生涯学習センター 
無 料 

(模擬店は実費) 

原町おやこ劇場 23－4106 

   夜間 岡田23－1921 

1月20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 

1月21日 

（水） 

「わらしこ広場」鬼の面をつくろう 

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 

1月21日～22日 

（水、木） 

「鬼の面を作って豆まきごっこをしよう！」 

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 

1月25日 

（日） 

体験学習「南相馬の田んぼ」 

10：00～12：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

         23－6421 

2月4日 

（水） 

「育児教室」歯の教室 

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 

 情報は、H20.11.25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  平成２０年１２月 ８日（月） 
      平成２１年 １月１９日（月） 
        １３:３０～１５:３０ 
 場 所  原町区福祉会館 

＊ 定例会・つどい ＊ 
 日 時  平成２０年１２月１３日（土） 
      平成２１年 １月１０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 
第４０回合同鑑賞例会 
  ﾏｼﾞｯｸ・ﾌｧｸﾄﾘｰ公演 
「ｱﾝﾃﾞｨ先生のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟまほうの時間」 
 内 容  アンディ先生の楽しいマジックショーと 

      ワークショップです。 

 日 時  平成２１年１月３０日（金） 

 場 所  南相馬市民文化会館 多目的ホール 

 参加費  会員制 入会金200円 

      月会費1,000円(4歳以上同額) 

   ※ 当日入会の場合、入会金、当月会費、 

     次月会費（前納制）の2,200円が必要です。 

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

朝日座を楽しむ会 
 －福島県文化振興による地域活性化具現化支援事業－ 

  映画「歓喜の歌」   
    きっとあなたの心にあかりを灯す、 
               笑いと涙の音楽喜劇 
 日 時  平成２０年１２月１３日（土） 
        1 回目 １０:００～ 
        2 回目 １３:００～ 
        3 回目 １６:００～ 
      平成２０年１２月１４日（日） 
        1 回目 １０:００～ 
        2 回目 １３:００～ 
 場 所  朝日座 
 入場料  1,500 円 （会員 1,000 円） 
 問合せ  朝日座を楽しむ会 
              ２３―５４２０ 

原町山遊倶楽部 

★新会員を募集しています★ 
本会は、創立１０周年を迎え新会員を若干名募集します。 
四季を通じて、静かな山歩きから縦走まで安全で楽しい山歩き

を月に１～２度実施しています。 
 ◆ 性別・年齢・経験不問・これから山歩きを 
   始めたい初心者大歓迎。 
 ◆ 団体行動が取れて友達が大勢欲しい方。 
 ◆ 楽しく生きなきゃつまらないと思っている方。 
 入会金 1,000 円  年会費 1,000 円 
    問合せ  原町山遊倶楽部 事務局 
                ２２―８７３８ 

南相馬市国際交流協会 
 国際理解講演会 

「ほんとうは日本に憧れる中国人」 
 講 師  王

ワン

 敏
ミン

先生 法政大学教授（国際日本学） 
            中国河北省承徳市出身 
 日 時  平成２１年１月３１日（土） 

      １３:３０～１５：００ 

 場 所  原町区福祉会館 

 入場料  無 料 （200名） 

 内 容  世界は広い、しかし、私たちは１つの「地球号」

でいっしょに暮らしています。国と国の間は難し

い関係にあっても、人と人・文化に国境はありま

せん。お互いを知り、友好を深める上では垣根は

ありません。 王 敏先生は日本について深い理

解をもち、宮沢賢治の研究でも著名な方です。今

回は、両国の若い世代が新しい関係をつくるため

のあり方をお話してくださいます。 

どうぞお出かけ下さい。 

   ※ 聴講希望の方は、都合上平成21年1月20日まで 

     TELまたは、FAXで申込願います。 

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

折り紙伝承会 「お正月に連獅子を飾ろう！！」 
 日 時  平成２０年１２月１７日（水） 

      １３:３０～１５：００ 

 場 所  南相馬市市民活動サポートセンター会議室 

 参加費  会員無料 （会員外 100円） 

      会員外の方は電話で申込みして下さい。 

 問合せ  折り紙伝承会 星 
             TEL ２３－５４２０ 

会
員
募
集
中
！ 

NPO法人実践まちづくり 

ﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ・屋台村 出店者募集！ 
 内 容  原ノ町駅前通りに整備している「しみんひ

ろば（仮称）」のﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ・屋台村の出

店者を募集しています。 

 募集期限 平成２０年１２月２４日（水） 

 問合せ  NPO 法人実践まちづくり 
          事務局 TEL ２６－５０２５ 


