
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
10月3日 

（土） 

大悲山月あかりコンサート 

18：00開場/18：30開演 
大悲山薬師寺 無 料 

小高観光協会 

            44-6014 

10月3日（土） 

～4日(日） 

道の駅「南相馬」開店2周年記念感謝祭 

8:30～20:00 朝日座ポスター展同時開催10/1～31日 
道の駅「南相馬」 無 料 

指定管理者 野馬追の里 

            26-5100 

10月11日 

（日） 

現代の騎馬武者ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 

「武士道受け継ぐｻﾑﾗｲ達の物語」 10：00～16：00 
道の駅「南相馬」 無 料 

現代の騎馬武者プロジェクト 

      実行委員会 22-8500 

10月12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17日 

（土） 

第３回相双生き生きﾌｫｰﾗﾑ 仮題「私の歩んだ道」 

11:00～ 
銘醸館 

昼食代実費1,000円 

（希望者のみ） 

庶務担当 

       須江   23-3627 

10月17日 

（土） 

博物館講座「相馬地方の馬の民俗」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

10月17日（土） 

   18日（日） 

旭山動物園物語 ﾍﾟﾝｷﾞﾝが空をとぶ 

①10:00～ ②13:00～ 
サンライフ南相馬 

昼食代実費1,000円 

（希望者のみ） 

南相馬市健康福祉まつり 

    実行委員会   24-3415 

10月17日（土） 

～20日(火） 

第４回市美展 

9:00～17:00  最終日は16:00まで 
南相馬市小川町体育館 無 料 

南相馬市教育委員会生涯学習課 

    文化振興係   22-5249 

10月18日 

（日） 

相双管内史跡めぐり 

9：00～15：00 

相双管内の史跡、神社仏

閣めぐり 
無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

10月18日 

（日） 

第４回 原町区音楽芸能発表会 

9：00開場/9：30開演･16：00終演 

南相馬市民文化会館 

大ホール 
無 料 

原町区芸術文化協会 

  高橋 23-5590 藤澤 23-5780 

10月18日 

（日） 

第37回市民サイクリング大会 

8：30～14：15 定員80名 申込10月13日まで 

原町生涯学習センター 

駐車場集合 

500円 

（飲物・保険料他） 

原町サイクリング協会事務局 

   佐藤じてんしゃ屋 23-3357 

10月18日 

（日） 

「伊万里市民図書館で私達が培った・図書館ｻｰﾋﾞｽ」 

10:00～12:00 講師 犬塚 まゆみ氏 

南相馬市文化センター 

２階研修室 
無 料 

としょかんのTOMOみなみそうま 

    代表 鎌田孝子 23-6720 

10月31日（土） 

11月 1日(日） 

演劇「野馬原の空からもうひとつの物語」 

10月31日18:00～ 11月1日13:30～ 

野馬追通り銘醸館 

二番館 特設小屋 

中学生以上 500円 

以下 無 料 

社団法人 原町観光協会 

            22-2114 

11月1日（日） 

～3日(火） 

原町菊花展 

9:00～16:00 1日は12:00から 3日は15:00まで 
野馬追通り銘醸館 無 料 

社団法人 原町観光協会 

            22-2114 

11月3日 

（火） 

「あきいち2009」 

9:00～16:00 
駅通り・旭公園内 無 料 

原町商店連合会 

   (商工会議所内)  24-1150 

11月7日 

（土） 

考古学プチサロン「邪馬台国時代の日本列島」 

13：30～15：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

11月8日 

（日） 

第33回紅梅の里ロードレース 

8：00～      申込受付 10／1～10／20 

南相馬市小高区内 

小高小学校集合 

一般 1,000円 

高校生 700円 小中学生 500円 

浮舟文化会館 

            44-3049 

11月14日 

（土） 

「子どもの育ちを考える 教育講演会2009」 

14：00～16：00 

富岡町文化交流 

センター「学びの森」 
中学生以上 500円 

特定非営利活動法人 

 ＭＭサポートセンター 26-5300 

11月21日 

（土） 

博物館講座「馬の考古学」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

            23-6421 

10月3日（土） 

～12月6日(日） 

南相馬博物館企画展 「相馬の馬」 

9:00～16:00 
南相馬市博物館 

一般 400円 

高校生 200円 小中学生 100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 
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 

      ２階研修室 
無 料 

本のとも「ありの会」 

      若月  22-2786 

10月 3日（土） 

11月21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 無 料 

小高図書館 

          44-3049 

10月9日 

(金） 

わらしこ広場「運動会に参加しよう」 

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 

10月14,15日 

（水、木） 

ちびっこ広場「おやつを持ってお散歩にいこう！」 

9：30～11：00  東町周辺の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 

１階和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 

10月20日 

（火） 

「新聞紙で遊ぼう（アンパンマンボールを作ろう)］ 

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23日 

（金） 

「新聞紙で遊ぼう（アンパンマンボールを作ろう)］ 

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 

10月24日（土） 

11月28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 

11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 

１階和室 
親子で 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 

11月17,18日 

（火、水） 

ちびっこ広場「キッズビクスで気分爽快！」 

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19日 

(木） 

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25日 

(水） 

ポケットクラブ「クリスマス飾りを作ろう」 

9：30～11：00 

西部コミニュティー 

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26日 

(木） 

ポケットクラブ「クリスマス飾りを作ろう」 

9：30～11：00 
烏崎公会堂 無 料（要予約） 

かしま子育て支援センター 

          46-1666 
 情報は、H21. 9.26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１０月１０日（土） 
     平成２１年１１月１４日（土） 
       １３:３０～１５:３０ 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
 日 時 平成２１年１０月１９日（月） 
     平成２１年１１月 ９日（月） 
       １３：３０～１５：３０ 

  ＊ アルツハイマー講演会 ＊ 
   講 師 渡辺 瑞也先生（小高赤坂病院 院長） 
   演 題 「認知症の主な症状と対応について」 
   日 時 平成２１年１０月 4 日（日） １３：３０～ 
   入場料 無 料 
 場 所は、いずれも原町区福祉会館 
 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 42 回合同鑑賞会 むごん劇かんぱにい公演 

「トムのサーカスワークショップショー」 
   日 時 平成２１年１２月４日（金） 
           開演 １８：３０ 
   場 所 南相馬市民文化会館 多目的ホール 
   入場料 会員制 入会金  200 円 
           月会費 1,000 円（4 才以上同額） 
 問合せ 原町おやこ劇場 事務所  ２３－４１０６ 
          （夜 間 岡田 ２３－１９２１） 

 

国際ソロプチミスト原町 
 チャリティーディナーショー 

♪ アルパの夕べ ♪ 
 内 容 南米の民族楽器アルパのほかボーカルなどで全国で活動

している仙台在住のおしどり夫婦デュエット。中南米各

国のフォルクローレからラテンのスタンダード、映画や

ポピュラー音楽など多彩なレパートリーを披露。 
 日 時 平成２１年１１月２８日（土） １８：００～ 
 場 所 ホテル ラフィーヌ 
 参加費 8,000 円 
 問合せ 国際ソロプチミスト原町 
     実行委員長 門馬 緑  ２３－４１０８ 

障がい児者 ひまわりの会 

「とっておきの音楽祭ｉｎ南相馬」 
 内 容 障がいのある人もない人も、みんなで、街なかで演奏を 
     楽しむのが「とっておきの音楽祭ｉｎ南相馬」です。 
     南相馬では、初めての開催で、あきいち 
     ２００９と同時開催します。 
     音楽のチカラで、心のバリアフリーを 
     実現する事を目的に開催されます。 
 日 時 平成２１年１１月３日（火） 
 場 所 旭町ポケットパーク 栄町フレンドパーク 
 入場料 無 料 
  ※ ボランティアスタッフ、出演者も募集しています。 
 問合せ 障がい児者ひまわりの会 
     （自立研修所 えんどう豆 担当：佐藤） 

                ２３－４１７７ 

朝日座を楽しむ会 
 第二回    ［朝 日 座 寄 席］ 
 出演者 柳家小袁治（真打） 
     ロケット団（漫才只今売出中！） 
     鈴々舎やえ馬（前座） 
 日 時 平成２１年１０月２０日（火） 
      開演 １８：３０ 
 場 所 朝日座 （原町区大町 1-20） 
 木戸銭 前売券&会員 1,500 円 
     当日券 一般のみ 500 円増し 

 昭和の初めにタイムスリップ［無 声 映 画］公演 
     内 容 「雄呂血」「チャップリンの放浪者」 
     日 時 平成２１年１1 月２３日（月・祝） 
          ① １１：００ ② １４：００ 
     場 所 朝日座 （原町区大町 1-20） 
     〆 切 １１月９日（月） 

下記住所へ往復ハガキでの申込者のみ 
        （南相馬市原町区栄町二丁目２０番地） 
    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） 

 

原町子どもネットワーク 
[壤晴彦朗読講習会]参加者募集 

      全 5 回コース、最終日発表会 
 日 程 ①平成２１年１２月１３日（日） 
     ②平成２２年 １月１１日（月・祝） 
     ③平成２２年 １月１７日（日） 
     ④平成２２年 ２月２１日（日） 
     ⑤平成２２年 ３月２７日（土） 
 ※３月２８日（日）は、受講生の発表と壤さんの朗読を行います。 
 開講時間 ９：３０～１５：３０（変更になる場合もあり） 
 受講料  各 3,000 円 
 申込〆切 平成２１年１０月３０日（金） 
 問合せ・申込 原町子どもネットワーク 
        （夜８時以降 小畑 ２４－３３６１） 

南相馬市国際交流協会 
＊ 参加者募集 ＊ 

 前号でくわしくお知らせした次のイベントの参加者募集が始まり 
 ました。先着順ですのでお急ぎください。 
 ① 「ふくしま地球市民フェスティバル」 
   平成２１年１０月１８日（日） 10：00 集合 16：00 帰着 
   小名浜アクアマリンパーク・さんかく倉庫 
   貸切バス バス代 1,000 円 先着４０名 

 ② 「ハロウィーン・アニメ子ども仮装大会」 
   平成２１年１０月２４日（土） 10：00 集合～14：00 
   南相馬市民文化会館、街頭パレード 
   子ども 先着５０名 小さい子には大人が付き添うこと 
       昼食代、 大人も子どもも１人 200 円 
 ①②とも申し込み用紙は、国際交流協会に請求して下さい。 
 郵送します。（南相馬市原町区旭町一丁目４６番地） 
 問合せ 南相馬市国際交流協会  ２５－２３７１ 

 


