
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
8月2日 

（日） 

斎藤葉ハープ・リサイタル 

14：30開場/15：00開演 

南相馬市民文化会館 

多目的ホール 

全席自由 

   会員 2,700円 

   一般 3,000円 

      当日500円増 

㈶南相馬市文化振興事業団 

            25-2763 

7月28日(火) 

～8月9日(日） 

「故郷からのおくりもの」 

高橋まゆみ・創作人形の世界 

10：00～17：00（入館は16：30まで） 

野馬追通り 

銘醸館 

一般   700円（前売500円） 

中高校生 500円（前売300円） 

小学生  無料 

㈳原町観光協会 

            22-2114 

8月3日(月) 

～9日(日） 

「ワクワクわーくしょっぷ作品展示」 

10：00～17：00（最終日は15：00終了） 

南相馬市民文化会館 

ギャラリー 
無 料 

㈶南相馬市文化振興事業団 

            25-2763 

8月6日 

（木） 

パリ・オペラ座の風 真夏の夜の夢 

18：30開場 19：00開演 

南相馬市民文化会館 

多目的ホール 
全席自由 前売2､000円 

愛とﾋｭｰﾏﾝのｺﾝｻｰﾄ委員会 

（佐藤）      23-2418 

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 

8月8日 

（土） 

考古学ﾌﾟﾁｻﾛﾝ「縄文ｱｸｾｻﾘｰ」～ﾌﾞﾗﾝﾄﾞのはじまり～ 

13：30～15：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

8月22日 

(土) 

夏の星空観察２００９ 

20：00～21：30  要申込み（持参物有）、〆切8/18 
北新田運動場 無 料 

アグリ・ウォッチャー・クラブ 

   岡田       23-1921 

8月22日 

（土） 

博物館講座「相馬地方の浦の民俗」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

8月16日（日） 

8月23日（日） 

平成21年度キラキラ子育て講座 「親子ビクス」 

10：00～11:30  講師 広瀬仁美先生 

ひばり生涯学習ｾﾝﾀｰ 

    多目的ホール 
無 料 

南相馬市生涯学習課 

          24-5249 

8月23日 

（日） 

「古武道演武」相馬に伝わる古武道流派 

13：45～15：00 
県立東ヶ丘公園 
西側芝生広場(博物館前) 

無 料 
南相馬市博物館 

            23-6421 

9月12日（土） 

～9月13日(日） 

考古学プチサロン「縄文土器作り(初級編)」 

13：30～15：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

9月19日（土） 
博物館講座「ハネダ・カンポス彗星」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

9月26日（土） 

～9月27日(日） 

体験学習「化石をとって展示しよう！」 

26日13:30～16:00  27日9：00～12：00 

2日連続で参加できる方 申込み必要 

南相馬市原町区内 無 料 
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 
8月6日 

(水） 

わらしこ広場「夏祭りに参加しよう」 

10：00～11：00 
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7日 

（金） 

「魚つりごっこをしよう！」 

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 

8月7日 

（金） 

「夏休み子ども映画会」 

10：00～ 

南相馬市文化センター 

      1階和室 
無 料 

原町図書舘 

          22-4352 

8月11日 

（火） 

「魚つりごっこをしよう！」 

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11日 

（火） 
「夏休み親子教室」グライダーを飛ばそう！ 

10：00～12：00 
野馬追通り銘醸館 500円 

野馬追通り銘醸館  

            26-8040 

8月14、15日 

（金、土） 

鹿島区民子供手作り盆踊り大会 

13：00～ 
北畑ぼろ公園 無 料 

鹿島区民有志盆踊り実行委員会 

   委員長 渡辺 治 

8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 

１階和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 
8月22日 

9月26日 

（土） 

「おはなし会」おはなし会とおたのしみ工作 

10：30～12：00 
鹿島図書館 無 料 

鹿島図書舘 

          46-5116 

9月7,14,28日 

（月） 

「おやこで体操」リズム遊びなど 

10：00～11：30 

鹿島保健センター 

鹿島子育て支援センター 

（日により要確認） 

200円/月 
カンガルークラブ 

      猪俣  46-3258 

9月 5日 

10月 3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 

9月10日 

（木） 

「おはなしのへや」 

10：30～11：30 

南相馬市文化センター 

     ２階和室 
無 料 

本のとも「ありの会」 

      若月  22-2786 

9月3日（水） 

～13日(日） 

こどもが描く 野馬追の絵作品展示 

   野馬追ミュージアム 

南相馬市文化会館 

  ゆめはっとギャラリー 
無 料 

㈳原町青年会議所 

          23-5520 

9月15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 

      1階和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 

9月16日 

(水） 

わらしこ広場「ミニ遠足に行こう」 

10：00～11：00 
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16日 

（水） 

ちびっこ広場「ちびっこ運動会 頑張るぞ！」 

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 

10月3、4日 

（土、日） 

第６回「絵本展」 ～えほんの灯をこころに～ 

10：30～15：00 
南相馬市文化センター 無 料 

本のとも「ありの会」 

      若月  22-2786 
 情報は、H21. 7.26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 ８月 ８日（土） 
      平成２１年 ９月１２日（土） 
        １３:３０～１５:３０ 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 日 時  平成２１年 ８月１０日（月） 
      平成２１年 ９月１４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 

 平成２１年度南相馬市まちづくり活動支援事業 
 特別例会 劇団風の子公演 

舞台劇「おさな星のうたたね」 
   原作は原町区出身の 

         わたりむつこ さんです。 
 日 時 ９月１９日（土） 
       １回目１５：００～ ２回目１８：００～ 
 場 所 サンライフ南相馬 
 入場料 前売り １，５００円 当日 ２，０００円 
         （4 歳以上有料） 

 申込み・問合せ 
     原町おやこ劇場 事務所  ２３－４１０６ 
          （夜 間 岡田 ２３－１９２１） 

 

南相馬市国際交流協会 

「ハローウィン・アニメ・子供仮装大会」 
参加者募集 

－国際理解体験事業－先着５０名 
 内 容 アメリカやイギリスでは 10 月末の土曜日には万聖節前夜

祭ハローウィンのお祭りをします。 
家々に飾り付けをし、子どもたちが仮装して家々をまわ

り、“トリック オア トリート”と言いお菓子をもらっ

て歩くのです。このお祭りを南相馬市の子どもたちにも

体験してもらいます。ハローウィンの仮装でもどんな仮

装でもふだんできないような姿で参加してください。 

 日 時 １０月２４日（土） １０：００～１４：００ 
 場 所 南相馬市市民文化会館 集合９：４０ 
 参加費 １人 ２００円（昼食代として） 
       大人も子供も１人 ２００円 
 
 申込み ９月２０日から受付けます。申し込み用紙は、国際交流 

協会や各生涯学習センターにおきます。 
  ――――――――――――――――――――――――  

「福島県地球市民フェスティバル」 
 －参加者募集－ 先着４０名 

 内 容  県内の国際交流・協力団体が活動内容紹介のブースを 
出してＰＲします。体験や販売、歌や踊り、世界の屋台

もでますよ！！ 
      南相馬市から貸切りバスで日帰り 
 日  時 １０月１８日（日） ９：００出発 １６：００帰着 
 場  所 小名浜アクアマリンパーク・さんかく倉庫 
 参加費  国際交流協会会員は、無料 
      その他の方 バス代 １，０００円 
      学生（小中高生） 無料 
 申し込み ９月２０日から受付けます。申し込み用紙は、国際交流

協会や各生涯学習センターにおきます。 
 ――――――――――――――------――――――――――――  
 問合せ  南相馬市国際交流協会 
      南相馬市原町区旭町一丁目４６番地 
      TEL・FAX ２５－２３７１ 

ＮＰＯ法人コーヒータイム 

藍「生葉染」教室 
 内 容  夏の時期ならではの「藍の生葉染」古代から 
      の染色方法です。（冷水をつかいます。）今回は、 

コーヒータイムのみんなが育てた「藍」で 
シルク 100%のストールを青磁色に染め上げます。 

      みんなで楽しく染めませんか 
 日 時  平成２１年８月２３日（日） 
      １３：３０～１６：００ 
 場 所  「コーヒータイム」＝浪江町やすらぎ荘となり 
 入場料  ３，０００円 材料、講習料こみ 
 募集人員 １５名 申込順により定員になり次第〆切ります。 
 準備物  エプロン 炊事用ゴム手袋 タオル 

      ※汚れても良い服装でおいで下さい 

 問合せ ＮＰＯ法人コーヒータイム 
     浪江町大字井手字大高倉４７－４ 
     TEL・FAX ０２４０－３５－４０３２ 

朝日座を楽しむ会 
 文化庁／東京国立近代美術館フィルムセンター 
                優秀映画鑑賞推進事業 
   「映画 4 作品一挙上映」  
 日 時    ９月１２（土）~１３日（日） 

10：00～ 「喜劇・男は女のふるさとヨ」（1971 年・松竹） 
       出演：森繁久弥、中村メイコ、倍賞美津子 
13：00～ 「幕末太陽伝」 （1957 年・日活） 
       出演：フランキー堺、左幸子、石原裕次郎 

  16：00～ 「本日休診」 （1952 年・松竹） 
         出演：柳永二郎、淡島千景、三国連太郎 
  19：00～ 「日本無責任時代」（1962 年・東宝） 
  （13 日のみ） 出演：植木等、ハナ肇、団玲子 
 会 場    朝日座 
 入場料    一日券 1､000 円（前売り・会員） 
        一作品券 500 円（前売り・会員） 
        当日券  一般のみ 500 円増し 
      ※チケットは 8 月 17 日（月）から発売します。 

 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） 


