
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 
12月5日 

（土） 

考古学ﾌﾟﾁｻﾛﾝ 

「ヤマト王権と櫻井古墳の謎を解く」 

13：30～15：00 

南相馬市博物館 無 料 
南相馬市博物館 

          23-6421 

12月5日 

（土） 

まちづくり講演会「金出せ！知恵だせ！力だせ！」 

講師 関 悦子氏(㈱ア・ラ・小布施 取締役企画部長) 

 第1部 基調講演  第2部 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 

開場14：30 開演15：00～ 

小高区浮舟文化会館 

大ホール 
無 料 

小高区地域振興課 

          44-6716 

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 

12月9日 

（水） 

かしまの歴史講座「鹿島区の生きもの」 

１３：３０～１５：００ 

南相馬市 

まごころセンター 
無 料 

南相馬市博物館 

          23-6421 

12月11日 

（金） 

タンゴの夕べ ～魅惑のタンゴ集～ 

開場18：30 開演19：00 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席自由 会員 2,250円 

     一般 2,500円 

     学生 1,000円 

 ※学生以外当日500円増 

㈶南相馬市文化振興事業団 

          25-2763 

12月13日 

（日） 

桂 文珍 全国独演会ツアー Vol.2 

開場13：30 開演14：00 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席自由 会員 3,500円 

     一般 4,000円 

     ※当日500円増 

㈱青葉企画 

        0244-67-1771 

12月19日 

（土） 

南相馬博物館講座 美術講座「東北のやきもの」 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

          23-6421 

12月23日 

（水） 

クリスマス交流コンサート 

13：00～    演奏 ＪＭＦハンドベルリンガーズ 

浪江町役場 

２Ｆ大会議室 
無 料 

ＮＰＯ法人コーヒータイム 

        0240-35-4032 

1月16日 

（土） 

南相馬博物館講座「外来種1」    講師 稲葉修 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

          23-6421 

1月22日 

（金） 

デヴァ・ヨーコ 笛の世界 「いのちの歓び」 

開場18：00 開演18：30 

南相馬市民文化会館 

大ホール 

全席自由 一般 1,000円 

     学生  500円 

㈶南相馬市文化振興事業団 

          25-2763 

1月23日（土） 

～ 

3月14日(日） 

南相馬博物館企画展 近世東北の陶磁器 

 相馬焼を中心として （仮） 

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 

1月30日 

（土） 

考古学ﾌﾟﾁｻﾛﾝ「縄文人と弥生人」 講師 川田強 

 ～日本人のなりたち～ 13：30～15：00 
南相馬市博物館 無 料 

南相馬市博物館 

          23-6421 

1月31日 

（日） 

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶへの誘い ～南米音楽の饗宴～ 

開場17：30 開演18：00 

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 

     学生 1,000円 

 ※学生以外当日500円増 

㈶南相馬市文化振興事業団 

          25-2763 

2月20日 

（土） 

南相馬博物館講座「外来種2」    講師 稲葉修 

13：30～15：30 
南相馬市博物館 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 

12月 5日（土） 

 1月16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 

12月9日 

（水） 

「クリスマスリースを作ろう］ 

9：30～11：00 
石神生涯学習センター 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 

12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 

12月16日 

(水） 

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17日 

（木） 

「クリスマスリースを作ろう］ 

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19日 

（土） 
「クリスマス会」 浮舟文化会館 無 料 

小高図書館 

          44-3049 

12月22日 

（火） 

ちびっこ広場 

「クリスマス会！サンタさんがやってくる♪」 

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26日（土） 

 1月23日（土） 

「おはなし会」おはなし会とおたのしみ工作 

10：30～ 
鹿島図書館 無 料 

鹿島図書舘 

          46-5116 

1月12,13日 

（火、水） 

ちびっこ広場 

「餅花飾りを作って小正月を祝いましょう！」 

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 

1月13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19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階和室予定 
親子で 100円 

原町おやこ劇場   23-4106 

  夜間（岡田）  23-1921 

1月21，22日 

(木、金） 

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 

 情報は、H21. 11.26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１２月１２日（土） 
      平成２２年 １月 ９日（土） 
       １３：３０～１５：３０ 

＊ 認知症介護相談会 ＊ 
  日 時 平成２１年１２月１４日（月） 
      平成２２年 １月１８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 42 回合同鑑賞例会  
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 
   会員制  入会金   ２００円 
        月会費 １，０００円（4 才以上同額） 
 

               

     お正月お楽しみ会 
 

日 時  平成２２年 １月２４日（日） 
        １０：００～１３：００ 
   場 所  石神生涯学習センター 
   参加料  無料  （模擬店は有料） 
 
   問合せ 原町おやこ劇場 事務所  ２３－４１０６ 
            （夜 間 岡田 ２３－１９２１） 

 

社団法人原町観光協会 

＊ 銘醸館イベント案内 ＊ 
銘醸館では新年に以下のイベントを計画しています。 
皆様お誘い併せの上お立ち寄り下さい。 
 ①「元旦神楽舞披露」 
       平成２２年１月１日（金） 
       ９：００～１２：００ 
    恒例となりました。市内各地区の 
    神楽保存会の皆様のご協力で、元旦の朝に神楽舞を 
    披露いたします。甘酒や雑煮の振舞いも行います。 
    三島神社さんへの初詣後に、お立ち寄り下さい。 

 ②「ひな飾り」 
    平成２２年２月３日（水）～３月３日（水） 
    ９：００～１７：００ 
    昭和４０年代の大きな７段飾りを初め、 
    手芸教室のみなさんの“吊るし雛”の 
    共演で銘醸館のひな祭りを彩ります。 
    １０ヶ月かけて作った、生徒さんの力作（吊るし雛） 
    をご覧下さい。 
  -―――――――――――――――――――――  
 場 所 野馬追通り銘醸館 
 問合せ ㈳原町観光協会      ２２－２１１４ 

朝日座を楽しむ会 

   ～ 君に届け いのちへの想い ～ 

   映画  ［余命］ 
     待望の妊娠とともに乳がんが再発。 

     生死の究極な決断に迫られた女性の物語。 
 日 時 平成２１年１２月５日（土）～６日（日） 
     ① １０：００ ② １３：３０ 
     ③ １８：３０ （５日のみ） 
 場 所 朝日座 （原町区大町１－１２０） 
 入場料 １，０００円 （一般前売り、会員） 
       （当日一般のみ １，５００円） 
 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 

 日 程 全７回コース 
       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１１日（木・祝） 
       ⑤平成２２年 ３月 ７日（日） 
       ⑥平成２２年 ３月２７日（土） 
       ⑦平成２２年 ３月２８日（日） 
            発表会  南相馬市民文化会館 
 開講時間  １３：００～１７：００ 
       （１８：００まで受講可） 
 受講料   ７回コース ２１，０００円 
 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） 

    第 4 回 新老人の会相双生き生きフォーラム 

 

『厳しい農業経営に先人の夢を継承するための 
       家族の人間関係はどうあるべきか』 

 

  ～「ゆい」の制度による心と心の絆をもう一度～ 
 

 
 日 時  平成２１年１２月１９日（土） 

１０:００～１４:００ 
  場 所  野馬追通り銘醸館 食彩館 
  会 費  １，５００円（忘年会も兼ねる） 
       会員以外の希望者大歓迎。講演のみでも結構です。 
  〆 切  平成２１年１２月１５日（火） 
 
  問合せ 新老人の会福島支部相双ブランチ  
      須江 ２３－３６２７  紺野 ２４－３４７０ 

 

 

 

新老人の会福島支部相双ブランチ 

 

 

 


