
    

    

    

    

  新新新新しいしいしいしい公共公共公共公共とはとはとはとは、、、、従来従来従来従来はははは行政行政行政行政がががが独占独占独占独占してきたしてきたしてきたしてきた領域領域領域領域をををを「「「「公公公公（（（（おおやけおおやけおおやけおおやけ）」）」）」）」にににに開開開開いたりいたりいたりいたり、、、、行政行政行政行政だけだけだけだけ    

 ではではではでは実施実施実施実施できなかったできなかったできなかったできなかった領域領域領域領域をををを行政行政行政行政とととと民間民間民間民間がががが協働協働協働協働でででで担担担担ったりったりったりったり、、、、行政行政行政行政だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく市民市民市民市民、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、、ＮＰＯ、企企企企    

 業等業等業等業等がががが主体主体主体主体となりとなりとなりとなり、、、、公共的公共的公共的公共的なななな財産財産財産財産ややややサービスサービスサービスサービスのののの提案提案提案提案・・・・提供提供提供提供をををを行行行行っていくっていくっていくっていく体制体制体制体制やややや活動活動活動活動、、、、考考考考ええええ方方方方ですですですです。。。。    

  現在福島県現在福島県現在福島県現在福島県ではではではでは、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府のののの新新新新しいしいしいしい公共支援事業交付金公共支援事業交付金公共支援事業交付金公共支援事業交付金をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、多様多様多様多様なななな担担担担いいいい手手手手がががが協働協働協働協働してしてしてして    

 地域地域地域地域のののの諸課題諸課題諸課題諸課題のののの解決解決解決解決にあたるにあたるにあたるにあたる仕組仕組仕組仕組みみみみ（（（（マルチステークホルダーマルチステークホルダーマルチステークホルダーマルチステークホルダー・・・・プロセスプロセスプロセスプロセス））））をををを定着定着定着定着・・・・発展発展発展発展させるさせるさせるさせる    

 ことをことをことをことを目的目的目的目的にににに、、、、地域活動団体等地域活動団体等地域活動団体等地域活動団体等（（（（特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア団体団体団体団体、、、、公益法人公益法人公益法人公益法人、、、、社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉    

 法人法人法人法人、、、、学校法人学校法人学校法人学校法人、、、、地縁組織地縁組織地縁組織地縁組織、、、、協同組合等協同組合等協同組合等協同組合等のののの民間非営利団体民間非営利団体民間非営利団体民間非営利団体）、）、）、）、行政及行政及行政及行政及びびびび企業等企業等企業等企業等がががが幅広幅広幅広幅広くくくく協働協働協働協働してしてしてして    

 地域課題地域課題地域課題地域課題のののの解決解決解決解決にあたるにあたるにあたるにあたる新新新新たなたなたなたなモデルモデルモデルモデル的取的取的取的取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対しししし助成助成助成助成するするするする、、、、福島県地域福島県地域福島県地域福島県地域づくりづくりづくりづくり総合支援総合支援総合支援総合支援    

 事業事業事業事業（（（（地域協働地域協働地域協働地域協働モデルモデルモデルモデル支援事業支援事業支援事業支援事業））））がががが実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。    

 平成平成平成平成２４２４２４２４年度応募枠年度応募枠年度応募枠年度応募枠はははは、、、、一般枠一般枠一般枠一般枠、、、、地域活動団体等支援重点化枠地域活動団体等支援重点化枠地域活動団体等支援重点化枠地域活動団体等支援重点化枠、、、、震災対応案件震災対応案件震災対応案件震災対応案件のののの３３３３つでつでつでつで、、、、平成平成平成平成    

 ２４２４２４２４年年年年２２２２月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（水水水水））））１７１７１７１７時時時時１５１５１５１５分必着分必着分必着分必着ととととなっていますなっていますなっていますなっています。。。。    

    

～～～～～～～～平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年・・・・２３２３２３２３年度年度年度年度のののの登録団体登録団体登録団体登録団体～～～～～～～～        

1111    
南相馬桜援隊南相馬桜援隊南相馬桜援隊南相馬桜援隊    16161616    

福島浜通福島浜通福島浜通福島浜通ネットネットネットネット    33335555    
ＫＢＨＫＢＨＫＢＨＫＢＨ    

2222    
南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市グランドグランドグランドグランド・・・・ゴルフゴルフゴルフゴルフ協会協会協会協会    17171717    

原町原町原町原町あけぼのあけぼのあけぼのあけぼの会会会会    33336666    
ごみとくらしをごみとくらしをごみとくらしをごみとくらしを考考考考えるえるえるえる市民市民市民市民のののの会会会会    

3333    
としょかんのとしょかんのとしょかんのとしょかんの TOMTOMTOMTOMＯＯＯＯみなみそうまみなみそうまみなみそうまみなみそうま    18181818    

はらまちはらまちはらまちはらまち九条九条九条九条のののの会会会会    33337777    
リンクリンクリンクリンク    

4444    
原町区原町区原町区原町区ゲートボールゲートボールゲートボールゲートボール協会協会協会協会（（（（GBGBGBGB 協会協会協会協会））））    19191919    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    ほっとほっとほっとほっと悠悠悠悠    33338888    
原町赤十字奉仕団原町赤十字奉仕団原町赤十字奉仕団原町赤十字奉仕団    

5555    
朝日座朝日座朝日座朝日座をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会    20202020    

Ａ＆ＳＡ＆ＳＡ＆ＳＡ＆Ｓ福島福島福島福島（（（（アクティブアンドセアクティブアンドセアクティブアンドセアクティブアンドセ

ーフティーフティーフティーフティ））））    

33339999    
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    相双相双相双相双ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯセセセセ

ンターンターンターンター    

6666    
原町子原町子原町子原町子どもどもどもどもネットワークネットワークネットワークネットワーク    21212121    

原町原町原町原町おやおやおやおやここここ劇場劇場劇場劇場    40404040    
福島県青少年赤十字賛助奉仕団福島県青少年赤十字賛助奉仕団福島県青少年赤十字賛助奉仕団福島県青少年赤十字賛助奉仕団    相相相相

双地区双地区双地区双地区    

7777    
認知症認知症認知症認知症のののの人人人人とととと家族家族家族家族のののの会会会会    相双地区会相双地区会相双地区会相双地区会    22222222    

南相馬市国際交流協会南相馬市国際交流協会南相馬市国際交流協会南相馬市国際交流協会    41414141    
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    福島県環境福島県環境福島県環境福島県環境エエエエ

ネルギーネルギーネルギーネルギー共生機構共生機構共生機構共生機構    

8888    
ＨＣＲＨＣＲＨＣＲＨＣＲ    （（（（アースディアースディアースディアースディ奄美奄美奄美奄美））））    23232323    

アグリアグリアグリアグリ・・・・ウォツチャーウォツチャーウォツチャーウォツチャー・・・・クラブクラブクラブクラブ    42424242    
玉玉玉玉ノノノノ井一俵会井一俵会井一俵会井一俵会    

9999    
花花花花とととと希望希望希望希望をををを育育育育てるてるてるてる会会会会    24242424    

新老人新老人新老人新老人のののの会福島支部相双会福島支部相双会福島支部相双会福島支部相双ブランチブランチブランチブランチ    43434343    
障障障障がいがいがいがい児者児者児者児者    ひまわりのひまわりのひまわりのひまわりの会会会会    

10101010    
福島県職員退職者会福島県職員退職者会福島県職員退職者会福島県職員退職者会    相双支部相双支部相双支部相双支部    25252525    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    理音理音理音理音    44444444    
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人はらまちはらまちはらまちはらまちクラブクラブクラブクラブ    

11111111    
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人コーヒータイムコーヒータイムコーヒータイムコーヒータイム    26262626    

特定非特定非特定非特定非営利活動法人営利活動法人営利活動法人営利活動法人    きぼうきぼうきぼうきぼう    44445555    
南相馬応急手当普及員会南相馬応急手当普及員会南相馬応急手当普及員会南相馬応急手当普及員会    

12121212    
原町手話原町手話原町手話原町手話サークルサークルサークルサークル耳通口耳通口耳通口耳通口    27272727    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    あさがおあさがおあさがおあさがお    44446666    
原町山遊倶楽部原町山遊倶楽部原町山遊倶楽部原町山遊倶楽部    

13131313    
折折折折りりりり紙伝承会紙伝承会紙伝承会紙伝承会    28282828    

つながろうつながろうつながろうつながろう南相馬南相馬南相馬南相馬    44447777    
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    自然環境応援自然環境応援自然環境応援自然環境応援

団団団団    

14141414    
福島県俳句連盟福島県俳句連盟福島県俳句連盟福島県俳句連盟    相双支部相双支部相双支部相双支部    29292929    

社団法人原町観光協会社団法人原町観光協会社団法人原町観光協会社団法人原町観光協会    48484848    相農森丘会相農森丘会相農森丘会相農森丘会    

15151515    
（（（（財財財財））））日本花日本花日本花日本花のののの会会会会    福島県相双支部福島県相双支部福島県相双支部福島県相双支部    30303030    

タピオラタピオラタピオラタピオラのののの会会会会    49494949    
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人    浜通浜通浜通浜通りりりりヴィヴィドリーヴィヴィドリーヴィヴィドリーヴィヴィドリー

サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター    

16161616    
国際国際国際国際ソロプチミストソロプチミストソロプチミストソロプチミスト    原町原町原町原町    31313131    

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人ハッピーアイハッピーアイハッピーアイハッピーアイ

ランドサーフツーリズムランドサーフツーリズムランドサーフツーリズムランドサーフツーリズム    

50505050    
財団法人財団法人財団法人財団法人ハーモニーセンターハーモニーセンターハーモニーセンターハーモニーセンター    相馬相馬相馬相馬

ポニーポニーポニーポニー牧場牧場牧場牧場    

17171717    
原町絵本原町絵本原町絵本原町絵本とととと童話童話童話童話のののの会会会会    32323232    

原町原町原町原町サイクリングサイクリングサイクリングサイクリング協会協会協会協会    51515151    
南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市アウトドアクラブアウトドアクラブアウトドアクラブアウトドアクラブ    

18181818    
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人実践法人実践法人実践法人実践まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    33333333    

南相馬市女声合唱団南相馬市女声合唱団南相馬市女声合唱団南相馬市女声合唱団はなみずきはなみずきはなみずきはなみずき    52525252    
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    ＭＭＭＭＭＭＭＭサポートサポートサポートサポート

センターセンターセンターセンター    

19191919    
特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    ごごごご本陣山本陣山本陣山本陣山をををを活活活活

かすかすかすかす会会会会    

34343434    
さくらさくらさくらさくらハウスハウスハウスハウス交流会交流会交流会交流会    53535353    

酒酒酒酒らぎらぎらぎらぎクラブクラブクラブクラブ    

※※※※順不同順不同順不同順不同    

    

    現在現在現在現在、、、、南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市ではではではでは、、、、当当当当サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターにににに登録登録登録登録しているしているしているしている以外以外以外以外にもにもにもにも、、、、県内外県内外県内外県内外のののの数多数多数多数多くのくのくのくの市民市民市民市民活動活動活動活動    

団体団体団体団体がががが活動活動活動活動をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。当当当当サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターはははは、、、、中間支援施設中間支援施設中間支援施設中間支援施設としてとしてとしてとして市民活動市民活動市民活動市民活動にににに関関関関するするするする情報収集情報収集情報収集情報収集    

やややや提供提供提供提供をををを行行行行うだけでなくうだけでなくうだけでなくうだけでなく、、、、今回今回今回今回のののの新新新新しいしいしいしい公共支援事業公共支援事業公共支援事業公共支援事業のようにのようにのようにのように、、、、様様様様々々々々なななな団体団体団体団体がががが協働協働協働協働していくしていくしていくしていく際際際際、、、、交流交流交流交流    

のののの場場場場をををを設設設設けたりけたりけたりけたり（（（（コミュニティサロンコミュニティサロンコミュニティサロンコミュニティサロン））））、、、、団体間団体間団体間団体間をつないでいくことををつないでいくことををつないでいくことををつないでいくことを目的目的目的目的としとしとしとし活動活動活動活動していますしていますしていますしています。。。。    

相互相互相互相互のののの連携連携連携連携やややや交流交流交流交流をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ぜひぜひぜひぜひ当当当当サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンターをごをごをごをご活用活用活用活用くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

        

 

 

開催日 催事名および時間 場所 料金 お問合せ 

1 月 21 日(土)～ 

3 月 17 日(土) 

一店逸品買い物ラリー 

南相馬市原町区栄町 

商店街振興組合 

 

原町区栄町商店街振興組合 

       0244－23－5600 

2 月 22 日（水） 折り紙伝承会 

市民活動サポート 

センター 会議室 

 

南相馬市市民活動サポートセンター 

       0244－23－5420 

3 月 2 日（金） 舘野 泉 スペシャルサロンコンサート 

南相馬市民文化会館

多目的ホール 

2000 円（当日 500 円増） 

南相馬市民文化会館 

       0244－25－2763 

3 月 24 日(土) 

3 月 25 日(日) 

熱気球乗船大会 

子どもたちへの夢プレゼント 

雲雀ヶ原祭場地  
原町区栄町商店街振興組合 

       0244－23－5600 

    

原町原町原町原町おやこおやこおやこおやこ劇場劇場劇場劇場    

        

            札幌札幌札幌札幌ＮＫＮＫＮＫＮＫミュージックミュージックミュージックミュージック公演公演公演公演    

    「「「「パーカッションパーカッションパーカッションパーカッションととととストリートオルガンストリートオルガンストリートオルガンストリートオルガンのののの    

                                        トリッチトラッチトリッチトラッチトリッチトラッチトリッチトラッチ」」」」    

    内内内内    容容容容    ：：：：    小学生小学生小学生小学生をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした作品作品作品作品ですがですがですがですが、、、、    

                            大人大人大人大人のののの方方方方もももも歓迎歓迎歓迎歓迎。。。。    

                            演目演目演目演目    「「「「パリパリパリパリのののの空空空空のののの下下下下」」」」    

                                        「「「「ポルカポルカポルカポルカ    トリッチトリッチトリッチトリッチ    トラッチトラッチトラッチトラッチ」」」」    

                                        「「「「ルロイアンダーソンメドルロイアンダーソンメドルロイアンダーソンメドルロイアンダーソンメドレーレーレーレー」」」」    

                                                                                他他他他（（（（予定予定予定予定））））    

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土))))    

                                            開場開場開場開場    １４１４１４１４：：：：４５４５４５４５    

                                            開演開演開演開演    １５１５１５１５：：：：００００００００    

    場場場場    所所所所    ：：：：    南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館    

                                            多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

    参加費参加費参加費参加費    ：：：：    無無無無    料料料料    

    問合問合問合問合せせせせ    ：：：：    原町原町原町原町おやこおやこおやこおやこ劇場劇場劇場劇場    

（（（（岡田岡田岡田岡田））））    ２３２３２３２３－－－－１９２１１９２１１９２１１９２１    

            第第第第２２２２回回回回    子子子子どものどものどものどもの遊遊遊遊びびびび場場場場    

    ～みんなで 楽しく元気に 遊ぼう！～ 

    内内内内    容容容容    ：：：：    なわとびなわとびなわとびなわとび、、、、こまこまこまこま回回回回しししし、、、、    

                            折折折折りりりり紙紙紙紙、、、、トランプトランプトランプトランプ    

                            などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな遊遊遊遊びでびでびでびで    

                            ストレスストレスストレスストレスをををを解消解消解消解消しようしようしようしよう。。。。    

                            おとなのおおとなのおおとなのおおとなのお話話話話のののの場所場所場所場所もありますもありますもありますもあります。。。。    

                            いろいろないろいろないろいろないろいろな悩悩悩悩みをみをみをみを気軽気軽気軽気軽にににに話話話話しにしにしにしに来来来来てててて下下下下さいさいさいさい。。。。    

                            親子親子親子親子でででで一緒一緒一緒一緒においでにおいでにおいでにおいで下下下下さいさいさいさい。。。。    

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））    

         １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００    

    場場場場    所所所所    ：：：：    ひがしひがしひがしひがし生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター    

    参加費参加費参加費参加費    ：：：：    無無無無    料料料料    

    後後後後    援援援援    ：：：：    原町原町原町原町おやこおやこおやこおやこ劇場劇場劇場劇場    

    問合問合問合問合せせせせ    ：：：：    アグリアグリアグリアグリ・・・・ウォッチャーウォッチャーウォッチャーウォッチャー・・・・クラブクラブクラブクラブ    

                                （（（（岡田岡田岡田岡田））））    ２３２３２３２３－－－－１９２１１９２１１９２１１９２１ 

アグリアグリアグリアグリ・・・・ウォッチャーウォッチャーウォッチャーウォッチャー・・・・クラブクラブクラブクラブ    

     

朝日座朝日座朝日座朝日座をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会    

                        映画上映会映画上映会映画上映会映画上映会            

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    

        １１１１１１１１：：：：００００００００～～～～１２１２１２１２：：：：１６１６１６１６    

                        「「「「檜枝岐歌舞伎檜枝岐歌舞伎檜枝岐歌舞伎檜枝岐歌舞伎    やるべえややるべえややるべえややるべえや」」」」    

        １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１４１４１４１４：：：：５１５１５１５１    

                        「「「「相馬看花相馬看花相馬看花相馬看花    第一部第一部第一部第一部    奪奪奪奪われたわれたわれたわれた土地土地土地土地のののの記憶記憶記憶記憶」」」」    

        １４１４１４１４：：：：５１５１５１５１～～～～１５１５１５１５：：：：３０３０３０３０    

                            松林要樹監督松林要樹監督松林要樹監督松林要樹監督のののの舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶舞台挨拶    

        １６１６１６１６：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：５７５７５７５７    

                        「「「「１００１００１００１００年年年年のののの鼓動鼓動鼓動鼓動    ハワイハワイハワイハワイにににに渡渡渡渡ったったったった福島太鼓福島太鼓福島太鼓福島太鼓」」」」    

    場場場場    所所所所    ：：：：    朝日座朝日座朝日座朝日座    （（（（原町区大町原町区大町原町区大町原町区大町１１１１－－－－１２０１２０１２０１２０））））    

    入場料入場料入場料入場料    ：：：：    無無無無    料料料料    

        ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――            

        「「「「朝日座朝日座朝日座朝日座」」」」春春春春のののの復興映画祭復興映画祭復興映画祭復興映画祭        

    ～～～～    まちなかにまちなかにまちなかにまちなかに楽楽楽楽しむしむしむしむ場場場場をををを    朝日座朝日座朝日座朝日座とともにとともにとともにとともに    ～～～～    

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（金金金金））））～～～～２５２５２５２５日日日日（（（（日日日日））））    

        ２４２４２４２４日日日日    １１１１００００：：：：３３３３００００～～～～１１１１１１１１：：：：３０３０３０３０    

                        「「「「チェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリチェルノブイリ視察報告視察報告視察報告視察報告」」」」    

                        １３１３１３１３：：：：００００００００～～～～１１１１５５５５：：：：００００００００    

                            映画映画映画映画「「「「同胞同胞同胞同胞」」」」上映上映上映上映    

        ２５２５２５２５日日日日    １１１１００００：：：：００００００００～～～～１１１１１１１１：：：：４４４４００００    

                            アニメアニメアニメアニメ「「「「カールカールカールカールじいさんのじいさんのじいさんのじいさんの空飛空飛空飛空飛ぶぶぶぶ家家家家」」」」    

        １１１１３３３３：：：：００００００００～～～～１１１１４４４４：：：：４０４０４０４０    

                        「「「「トイストーリートイストーリートイストーリートイストーリー    ３３３３」」」」    

    場場場場    所所所所    ：：：：    朝日座朝日座朝日座朝日座    （（（（原町区大町原町区大町原町区大町原町区大町１１１１－－－－１２０１２０１２０１２０））））    

    入場料入場料入場料入場料    ：：：：    無無無無    料料料料    

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――            

    問合問合問合問合せせせせ    ：：：：    朝日座朝日座朝日座朝日座をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ会会会会        ２３２３２３２３――――５４２０５４２０５４２０５４２０    

                            （（（（南相馬市市民活動南相馬市市民活動南相馬市市民活動南相馬市市民活動サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター内内内内）））） 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    きぼうきぼうきぼうきぼう    

        きっずきっずきっずきっずサポートサポートサポートサポートかのんかのんかのんかのん    ＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮ祝祝祝祝    

            人形劇場人形劇場人形劇場人形劇場    がらくたがらくたがらくたがらくた座座座座    

    内内内内    容容容容    ：：：：    おひさまのおひさまのおひさまのおひさまの歌歌歌歌、、、、手袋人形劇手袋人形劇手袋人形劇手袋人形劇    赤赤赤赤ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと黄色黄色黄色黄色    

                        ちゃんちゃんちゃんちゃん、、、、あおあおあおあお虫虫虫虫くんくんくんくん、、、、ピエロピエロピエロピエロンロンンロンンロンンロンとあそぼとあそぼとあそぼとあそぼ    

                        幼児幼児幼児幼児～～～～おとなまでたのしくからだをおとなまでたのしくからだをおとなまでたのしくからだをおとなまでたのしくからだを動動動動かしかしかしかし    

                        たりうたったりしながらたりうたったりしながらたりうたったりしながらたりうたったりしながら観観観観てててて下下下下さいねさいねさいねさいね。。。。    

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１６１６１６１６日日日日（（（（金金金金））））    

                                １５１５１５１５：：：：３０３０３０３０～～～～１７１７１７１７：：：：００００００００    

    場場場場    所所所所    ：：：：    かのんかのんかのんかのん訓練室訓練室訓練室訓練室    

    入場料入場料入場料入場料    ：：：：    無無無無    料料料料                        

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――            

        震災震災震災震災チャリティチャリティチャリティチャリティ映画会映画会映画会映画会    

            「「「「星星星星のののの国国国国からからからから孫孫孫孫ふたりふたりふたりふたり」」」」    

    日日日日    時時時時    ：：：：    平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年３３３３月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（土土土土））））    

                                    ９９９９：：：：４５４５４５４５～～～～１２１２１２１２：：：：００００００００    

    場場場場    所所所所    ：：：：    南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館南相馬市民文化会館    多目的多目的多目的多目的ホールホールホールホール    

    入場料入場料入場料入場料    ：：：：    大大大大人人人人（（（（高校生以上高校生以上高校生以上高校生以上））））            ５００５００５００５００円円円円    

                            こどもこどもこどもこども・・・・障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある方方方方        無無無無    料料料料    

                                                            （（（（前売前売前売前売りりりり券券券券・・・・当日券共当日券共当日券共当日券共））））    

    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――            

    問合問合問合問合せせせせ    ：：：：    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人法人法人法人きぼうきぼうきぼうきぼう    ／／／／        

                                                きっずきっずきっずきっずサポートサポートサポートサポート「「「「かのんかのんかのんかのん」」」」    

                                                ２３２３２３２３－－－－３１３１３１３１３１３１３１３１    

新新新新しいしいしいしい公共支援事業公共支援事業公共支援事業公共支援事業    平成平成平成平成２４２４２４２４年度募集年度募集年度募集年度募集    締切間近締切間近締切間近締切間近ですですですです    

 

 


