
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
6月6日 

（土） 

考古学プチサロン 

「古墳の宝物を見る 南相馬の古墳から」 

13：30～15：00 

南相馬市原町区 無 料 
南相馬市博物館 

            23-6421 

6月13日 

（土） 

斉藤充リサイタル ユーフォニアムとトロンボーン 

13：30開場/14:00開演/ 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

前売   一般    1,000円 

高校生以下    500円 

当日   一般    1,300円 

     高校生以下   700円 

斉藤充リサイタル実行委員会 

実行委員長 栗原 

 090-3126-7429 

6月14日 

（日） 

劇団四季ミュージカル「ウェストサイド物語」 

17：30開場/18：00開演 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席指定 

  Ｓ席   8,000円 

  Ａ席   6,000円 

㈶南相馬市文化振興事業団 

            25-2763 

6月14日 

（日） 
ファミタン朗読と音楽の贈り物 

10：30～11：30 
銘醸館二番蔵 無 料 

（社）原町観光協会   22-2114 

主催：朗読と音楽の贈り物 

６月14日 

（日） 

そう美会ミニコンサート∼筝曲による源氏物語の流れ∼ 

12：00開場/12:30開演/15：00終演 

南相馬市民文化会館 

    多目的ホール 

無 料 

(整理券有・要申込) 

佐久間         23-3040 

京都屋         22-6859 

6月19日（金） 

～29日（月） 
第４回家族の写真展 銘醸館二番蔵 無 料 

㈳原町観光協会 

            22-2114 

6月20日 

（土） 

第２５回原町メンネル・コール演奏会 

18：00開場/18：30開演/20：30終演 

南相馬市民文化会館 

  大ホール 

全席自由 

前売/当日500円 

原町メンネル・コール 

       藤澤   23-5780 

6月27日 

（土） 

体験学習 

「自然観察 モリアオガエルに会いに行こう（仮）」 

9：30～12：00 

南相馬市原町区 無 料(要予約) 
南相馬市博物館 

            23-6421 

6月28日 

（日） 

第20回相馬流れ山全国大会 

9：30開場/10：00開演/16：00終演（予定） 

南相馬市民文化会館 

  大ホール 

入場前売券 1,000円 

当 日   1,500円 

（社）原町観光協会 

            22-2114 

7月3日（金） 

～7月5日（日） 

「Ｍ６クラブ写真展」 

10：00～17：00 
銘醸館二番蔵 無 料 

（社）原町観光協会  

22-2114 

7月4日 

（土） 

「七夕コンサート」米良美一 

18：00開場/18：30開演 
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 

7月20日 

（月） 

ベンチャーズジャパンツアー２００９ 

15：30開場/16：00開演 

南相馬市民文化会館 

  大ホール 
友の会会員/一般 5,000円 

南相馬市民文化会館 

            25-2763 

7月28日(火) 

～8月9日(日） 

「故郷のたからもの」 

高橋まゆみ・創作人形の世界 
銘醸館二番蔵 

入場前売券 500円 

当 日   700円 

㈳原町観光協会 

            22-2114 

8月8日 

（土） 

大相撲相馬場所 

8：00開場～15：00打出し 
カネボウ跡地 

（相馬市北町） 

マスA40,000円 マスB32,000円 

1人ﾏｽ8,000円 ｲｽ席5,000円 

立見券3,000円 

相馬場所実行委員会 

            35-2397 

 
 ＜＜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 

1・8・15・22・29日(月） 

「ダンス＆あそび」 リズムあそび、ポンポンダンス、おやこ体操 

10：00～11：30 

かしま子育て支援センター 

保健センター（日により要確認） 
２００円/月 

かしま子育て支援センター 

 カンガルークラブ 46-1666 

6月1・15日 

（月） 

自由遊び 

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“ 

       百田 46-2097 

6月3日 

（水） 
カンガルークラブ ～オープンクラス～ 

14：30～ 
鹿島保健センター 

 （多目的ホール） 
１家族100円 

会員無料 

かしま子育て支援センター 

 カンガルークラブ 46-1666 

6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 

6月10日 

（水） 

「育児教室」子育ての話を聞こう 

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 

6月11日 

（木） 

「おはなしのへや」 

10：30～ 
南相馬市文化センター 無 料 

本のとも「ありの会」 

      若月  22-2786 

6月11日（木） 

 ～12日(金） 

「リトミックで楽しく体を動かそう！」 

9：30～11：00 
原町子育て支援センター 無 料 

原町子育て支援センター 

          24-4558 

6月16日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ、工作 

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 

6月17・18日 

（水・木） 

わらしこ広場「小麦粉粘度で遊ぼう」 

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20日 

（土） 

「おはなし会」 

10：00～ 
南相馬市文化センター 無 料 

原町図書舘 

          22-4352 

6月20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 

6月27日 

（土） 

「おはなし会」本の読み聞かせと工作 

10：30～12：00 
鹿島図書館 無 料 

鹿島図書舘 

          46-5116 

7月1・2日 

（火・水） 

七夕飾りを作ろう 

9：30～11：00 
１日 西部コミュニティーセンター 

２日 烏崎公会堂 
無 料 

かしま子育て支援センター 

         44-1666 

7月16・17日 

（木・金） 

「サロン プール開き！水遊びをしよう！」 

9：30～11：00 
原町子育て支援センター 無 料 

原町子育て支援センター 

          24-4558 

7月16・17日 

（木・金） 

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21日 

（火） 

「たまちゃんるーむ」読み聞かせ、親子で遊ぶ、工作 

10：30～12：00 

南相馬市文化センター 

      
会員外 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 
 情報は、H21. 5.26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 ６月１３日（土） 
      平成２１年 ７月１１日（土） 
        １３:３０～１５:３０ 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 日 時  平成２１年 ６月 ８日（月） 
      平成２１年 ７月１３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 

 第９回地域公演 

  にんぎょうげき  「赤ずきんちゃん」 
 

 日 時  ７月１１日(土)    

１回目  １３：３０開演 

２回目  １８：３０開演 
 

   場 所  南相馬市民文化会館 多目的ホール 
 

 参加費  前売・当日  １，０００円 

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

折り紙伝承会 

   「七夕飾りをつくろう」  
          

日 時  6 月 24 日（水） 
     １３：3０～１６：００ 
 
会 場  南相馬市市民活動 

サポートセンター会議室 
 
入場料  会員   無 料 

      会員以外 １００円   
      会員以外の方は電話でお申込 

してください。 

 問合せ 折り紙伝承会（星）  ２３―５４２０ 
       （南相馬市市民活動サポートセンター内） 

 

朝日座を楽しむ会 

 
 
 
 
 

今年も朝日座でパリ気分！！ 
 

    出 演  貝山 幸子 さん 
             

日 時  ７月１２日（日） 
    １３：００開場 
    １３：３０開演 

                
場 所  朝日座 

 
    入場料  会員外２，０００円 
          会員 １，５００円 
              （会員・会員外共ﾄﾞﾘﾝｸ付） 
 
     ＊当日はﾄﾞﾘﾝｸ付のため車でのご来場は 

お控え下さい 

 問合せ  朝日座を楽しむ会  ２３―５４２０ 
      （南相馬市市民活動サポートセンター内） 

ＮＰＯ法人ほっと悠 

～～～     小川 ロン     

      まちなかコンサート   ～～～ 
 
 原町区の『まちなか広場』にて 
  小川ロンさんの歌による東北地方巡礼の旅が 
  今年も始まります。 
  笑いと涙あふれる、そして心に染み込む歌声を 

聞きながら「ほっ」としたひと時をお過ごし下 
さい。 

 
  日 時  平成２１年６月５日（金） 
       17：30～19：30 
 
  場 所  まちなか広場（旧駅前ｵｱｼｽ跡） 
 
  入場料  無料 
 

    問合せ ＮＰＯ法人ほっと悠 
       南相馬市原町区本陣前１－６７ 
       Tel/Fax 0244-24-555 

 

 


