
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
2月7日 

（土） 

博物館講座「南相馬の歴史」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

2月21日 

（土） 

博物館講座「中村藩の武芸者列伝」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

2月14日～15日 

（土、日） 

第五回小高区生涯学習フェスティバル 

14日9：00～17：00 15日9：00～16：00 
浮舟文化会館 無 料 

生涯学習登録団体連合会 

         44－3049 

2月7日～22日 

（土、日） 

福島遺産百選写真展 

10：00～17：00 

銘醸館 

 二番蔵ギャラリー 
無 料 

㈳原町観光協会 

         22－2114 

2月22日 

（日） 

第4回ゆめはっとまつり 

9：00～16：00 
南相馬市民文化会館 無 料 

㈶南相馬市民文化会館 

         25－2763 

2月27日 

（金） 

シニアボランティア講座１回 

「地域で子供を育てよう」 

10：00～11：30 

南相馬市 

 まごころセンター 
無 料(要予約) 

南相馬市まごころセンター 

         46－5117 

2月28日 

（土） 

映画「西の魔女が死んだ」上映 

第１回10：30 第２回 13：30 

第３回16：00 第４回 18：30 

サンライフ南相馬 
大人 1,000円(当日 1,300円) 

子供  800円(当日 1,000円) 

映画「西の魔女が死んだ」 

南相馬市上映実行委員会 

         23－5420 

3月3日 

（火） 

シニアボランティア講座2回 

「在宅での介護と車椅子介助法」 

10：00～11：30 

南相馬市 

 まごころセンター 
無 料(要予約) 

南相馬市まごころセンター 

         46－5117 

3月6日 

（金） 

シニアボランティア講座3回「講演会」 

10：00～11：30 

南相馬市 

 まごころセンター 
無 料(要予約) 

南相馬市まごころセンター 

         46－5117 

3月9日 

（月） 

シニアボランティア講座4回 

「私のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動と福祉施設体験」 

10：00～13：30 

南相馬市 

 まごころセンター 
無 料(要予約) 

南相馬市まごころセンター 

         46－5117 

3月14日 

（土） 

博物館講座「陸奥国府と地方官衙」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

3月15日まで 

（日） 

「相馬の武士 町に住む武士・村に住む武士」 

9：00～16：45 
南相馬市博物館  一 般     400円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

3月29日 

（日） 

博物館講座「相馬の焼き物」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館  一 般     300円 

南相馬市博物館 

         23－6421 

 
 ＜＜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 
2月1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 

2月2日 

（月） 

「節分・豆まきをしよう！」 

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 

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 

2月6日 

（金） 

「にこにこ広場」毛糸で遊ぼう（何ができるかな？） 

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 

2月9日 

（月） 

「リサイクル交換会」不要になった子供服等の交換 

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 

2月12日 

（木） 

「にこにこ広場」毛糸で遊ぼう（何ができるかな？） 

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 

2月15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 

2月16日 

（月） 

「ひな人形作り」 

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 

2月17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 

     １Ｆ和室 
会員外 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

  夜間（岡田） 23－1921 

2月17日～18日 

（火、水） 

「お雛様を作って桃の節句を迎えましょう！」 

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 

2月18日 

（水） 

「わらしこ広場」おひな様をつくろう 

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 

2月23日 

（月） 

「読み聞かせ＆食事会」 

10：00～12：00 
万葉ふれあいセンター 無 料(要予約) 

育児サークル‟でんでん虫“ 

         高野 46－1123 

3月1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 

3月11日 

（水） 

「わらしこ広場」おもちゃを作って遊ぼう 

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 

3月15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 

3月17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 

     １Ｆ和室 
会員外 100円 

原町おやこ劇場  23－4106 

  夜間（岡田） 23－1921 

 情報は、H21. 1.26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 

 

 

＊ 定例会・つどい ＊ 
 日 時  平成２１年 ２月 ７日（土） 
      平成２１年 ３月 ７日（土） 
        １３:３０～１５:３０ 
 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 日 時  平成２１年 ２月 ９日（月） 
      平成２１年 ３月 ９日（月） 
        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 

 特別例会 劇団風の子東北 
 「会津ぴ～ひゃらどん」公演と 
         ワークショップ 
 内 容  ・あんな遊び こんな遊び 

       けん玉、こま、お手玉 

      ・会津の昔話 

       「寒九の風」 

      ・お芝居 

       「子ぎつね鉄平」 

    劇団風の子東北「芸術文化振興基金助成事業」 

            福島県内3世代交流事業 

 日 時  平成２１年 ３月 ７日（土） 

        １８:００開演 

 場 所  南相馬市文化センター 視聴覚室 

 参加費  一般券 2,000円 

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

朝日座を楽しむ会 

  映画 
 「ニュー・シネマ・パラダイス」 
 日 時  平成２１年 ３月２１日（土） 
        1 回目 １０:００～ 
        2 回目 １３:００～ 
        3 回目 １６:００～ 
 会 場  朝日座 
 入場料  1,500 円 （会員 1,000 円） 
 
  
 

 「朝日座フォーラム」  
～まちなかに楽しむ場を！朝日座とともに～ 

 日 時  平成２１年 ３月２２日（日） 
        １３:００開場 １３:３０開演 
 会 場  朝日座 
 入場料  1,000 円（当日 1,500 円） 

＊会員も同額です 
 【企   画】 朝日座寄席 
         出演  噺家 柳家 小袁治師匠 
         演目  「百年目」 
 【フォーラム】 講話 
         講師  未定 
    フォーラム テーマ「朝日座と地域の活性化」 
    コーディネーター 山木 義昭氏 
    パネリスト    ながめ黒子の会、 
             朝日座を楽しむ会 
             南相馬市商店会他 
 
 問合せ  朝日座を楽しむ会 
      （南相馬市市民活動サポートセンター内） 
              ２３―５４２０ 

南相馬市国際交流協会 

「韓国家庭料理教室」 
 内 容  河 貞願（ﾊ・ｼﾞｮﾝｳｫﾝ）さんを講師 

      としてお迎えし韓国家庭料理ﾋﾞﾋﾞﾝﾊﾞｯと 

      ﾁｼﾞﾐを作って試食します。 

 日 時  平成２１年２月１５日（日） 

        １０:００～１３：００ 

 場 所  道の駅南相馬「野馬追の里」 

 参加費  300円 

 その他  申込は平成２１年２月１０日まで 
      先着３０人までとします。 

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

折り紙伝承会 

「お雛さまを飾ろう！！」 
 日 時  平成２１年２月２５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。 

      先着 1５名 
 問合せ  折り紙伝承会 星 
             TEL ２３－５４２０ 

 

 

 

 


