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南相馬文化芸術祭を開催します
　天高く芸術の香る季節になりました。市では、これまでの市総合美術展覧会（市美展）、
地区文化祭、文化芸術団体の各種発表のほか、新規事業として子どもたちの創作意欲を
高める子ども文化芸術交流事業など、市民参加型事業の南相馬文化芸術祭を開催します。

子ども文化芸術交流事業

　女子美術大学（杉並区）の学生を講師に迎え、
市内とスクラム支援会議自治体の小中学生がふ
れあい交流を深めながら、ひとつのアート作品
をつくりあげていく「ワークショップ」を開催
しますので、自由にご見学ください。完成した
作品は、市美展期間内に展示予定です。

第11回南相馬市総合美術展覧会
　市民のみなさんから出品された作品とあわ
せて、著名な招待者の先生方などの作品も展
示します。ぜひご来場ください。

と　き　11月18日（土）～ 21日（火）
ところ　小川町体育館
部　門　日本画、洋画、書、彫塑･工芸、写真

と　き　11月18日（土）・19日（日）
ところ　原町生涯学習センター
参加自治体（予定）
名寄市・北塩原村・杉並区・青梅市
小千谷市

各地区生涯学習センター文化祭
各地区の文化祭は、次のとおり開催予定です。

※女子美術大学は、７月28日（金）～ 31日（月）
に作品テーマとなる「相馬野馬追」やその他モチー
フ等リサーチのため、市内視察を実施しました。

↑旧真野小児童と二科会による閉校記念画制作 

文化芸術情報紙『みなみそうまの文化芸術』は、市内の
文化芸術イベント情報を随時発信していきます。
市のＨＰでも文化芸術イベント情報を掲載しています。
文化芸術イベントカレンダー
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/6,35624,153,html

みなみそうまの
文化芸術（第１号）

地　区 月　日

大甕 10/1（日）

石神・ひがし 10/14（土）・15（日）

小高・原町 10/21（土）・22（日）

高平 10/28（土）・29（日）

太田 10/29（日）

鹿島 11/3（金・祝）・4（土）

ひばり 11/18（土）・19（日）
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文化・芸術 イベント案内 ～市内公共施設等のイベント情報を掲載します～

舞と歌の華舞台　カサブランカＤＲＥＡＭ
10/9（月・祝）　開場9：30　開演10：00
　　　　　　　　　原町生涯学習センター
　料　金　無料
　連絡先　カサブランカＤＲＥＡＭ実行委員会
　　　　　☎090-8250-0942（三原）

福島県芸術祭 第56回 俳句大会
10/15（日）　受付9：30　開会10：00
　　　　　　　原町生涯学習センター
　料　金　無料
　連絡先　福島県芸術祭第56回俳句大会事務局
　　　　　☎0244-23-2592（西内）

映画「母　小林多喜二の母の物語」上映会
10/15（日）　13：30
　　　　　　　小高生涯学習センター
　料　金　1,100円
　連絡先　「母　小林多喜二の母の物語」　　　　
　　　　　上映する会　☎090-2957-5394（渡部）

清水ミチコ　トーク＆ライブ2017
10/21（土）　開場16：00　開演16：30
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　全席指定4,000円　※当日500円増
　連絡先　（公財）南相馬市文化振興事業団
　　　　　☎0244-25-2763

公益財団日本習字教育財団三支部
第８回 日本習字書展
10/21（土）　9：00 ～ 17：00
　　22（日）　9：00 ～ 16：00
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　無料
　連絡先　日本習字三支部会
　　　　　☎090-3122-4800（水野）

日本報道写真連盟南相馬支部 第38回 写真展
10/27（金）～ 29（日）　銘醸館
　料　金　無料
　連絡先　日本報道写真連盟南相馬支部
　　　　　☎0244-22-1390（紺野）

第43回 日曜会　絵画展
10/27（金）～ 29（日）
　　　　　　　かしま交流センター
　料　金　無料
　連絡先　日曜会　☎0244-46-3536（佐藤）

第５回 復興支援びかむコンサート
10/28（土）　開場13：00　開演13：30
　料　金　無料（要入場整理券）
　連絡先　原町生涯学習センター
　　　　　☎0244-24-5322

第13回 幽美会書展
10/28（土）　9：30 ～ 17：30
　　29（日）　9：30 ～ 16：00
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　無料
　連絡先　幽美会　☎0244-23-2360（香野）

スペシャルサロンコンサート
舘野泉 ～左手の音楽、その先を見つけて２～
11/3（金・祝）　開場13：30　開演14：00
　　　　　　　　市民文化会館
　料　金　2,000円　※当日500円増
　連絡先　（公財）南相馬市文化振興事業団
　　　　　☎0244-25-2763

         

第15回 華の会作品展
11/4（土）・5（日）　9：30 ～ 16：30
　　6（月）　9：30 ～ 15：30
　　　　　　市民文化会館
　料　金　無料
　連絡先　華の会　☎0244-23-4882（草野）
※アートフラワーの作品展です。

第３回 ゆめはっとハワイアンフェスティバル
11/5（日）　開場12：30　開演13：00
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　500円
　連絡先　ゆめはっとハワイアンフェスティバル
　　　　　実行委員会　☎0244-25-2761

和紙人形教室作品展
11/9（木）～ 12（日）銘醸館
　料　金　無料
　連絡先　和紙人形教室
　　　　　☎0244-24-2223（菅野）

第２回 キャンディ学園フェスティバル
11/12（日） 14：00 原町生涯学習センター
　料　金　無料
　連絡先　キャンディ学園フェスティバル
　　　　　実行委員会　☎090-9746-7193（井出）
※ダンス、生け花や書道などです。
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TOUR de GARCON 2017
（ツール・ド・ギャルソン）
11/18（土）　開場13：00　開演13：30
　　　　　　　鹿島生涯学習センター
　料　金　一般3,000円、学生2,000円
　　　　　※当日500円増
　連絡先　㈱アクタスセルマー・ジャパン
　　　　　☎03-5458-1521
※クラッシックコンサートです。

「シン・ゴジラ」上映会
11/19（日）　開館13：00　上映13：30
　　　　　　　朝日座
　料　金　高校生以上1,000円　小学生以上500円
　連絡先　朝日座を楽しむ会
　　　　　☎0244-24-3361（小畑）

第６回 原町区芸術文化協会文化祭
＜展　示＞
11/18（土）・19（日）　9：30 ～ 15：30
＜音楽芸能発表会＞ 
11/19（日）　開場10：00　開演10：30
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　無料
　連絡先　原町区芸術文化協会
　　　　　☎0244-23-4678（今村）

ニュー・アート・サウンズ・オーケストラ
第37回 定期演奏会　≪Happy Time≫
11/23（木・祝） 開場13：00 開演14：00
　　　　　　　　　鹿島生涯学習センター
　料　金　1,500円
　連絡先　事務局　☎090-4636-6328（齋藤）

ゆめはっと合唱団 第10回定期演奏会
11/26（日）　開場13：30　開演14：00
　　　　　　　市民文化会館
　料　金　1,000円
　連絡先　ゆめはっと合唱団
　　　　　☎090-8925-4665（西山）

第12回　ゆめはっとまつり
12/17（日）　10：00　市民文化会館
　料　金　無料（一部有料あり）
　連絡先　（公財）南相馬市文化振興事業団
　　　　　☎0244-25-2763

文 化 芸 術 団 体  活 動 報 告

※本紙に掲載した情報は、主催者の都合により変更に
　なる場合もありますので、連絡先にお問い合わせく
　ださい。

　各区の文化芸術団体から活動をお知らせします。今
後も各区の活動を紹介していきます。

【鹿島区文化協会】

鹿島区芸能発表大会を振り返って
鹿島区芸能連合会　会長　深澤　久　

（鹿島区文化協会　副会長）

　今年もジャンルを別にする16の芸能団体が一
堂に会し、練習の成果を披露する「芸能発表大
会」を６月25日に開催しました。
　開場前から50名前後の方がさくらホールに並
んでいただきました。９時開演のオープニング
は「キッズダンス」。延べ350名の出演者が休憩
なしで歌謡、レグダンス、フラダンス、太極拳
演武、民謡、舞踊、スポーツ民踊など80の演目
を次々と披露しました。
　館内は活気と笑顔であふれ延べ850名の来場
者のみなさんに喜んでいただき盛況のうちに終
えることができました。連合会を代表して感謝
と御礼を申し上げます。
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【原町区芸術文化協会】

楽しみながら書を学ぶ 親子いけばな教室を開催して
原町区華道連合会　会長　大場　盛子鶴林書道会　会長　風越　清孝（閑邨）

　鶴林書道会は、昭和50年９月に書をこよなく
愛する11名の同好者により発足しました。現在
の会員数は13名で、会員相互の親ぼくと書道に
関する研究及び練磨を図ることを目的として、
月例会、講習会、会報発行、研修旅行、書道展
など幅広い活動を行っています。
　本会は、煌心書道会の支部を兼ね、煌心誌（月
刊）により鍛錬に励んでいます。煌心誌は、楷
書、行書、草書の競書課題と幅広い課題を自由
に選択でき、さらに審査結果が順位で表示され、
優秀作品は写真版として掲載されるなど、毎月
の配本が楽しみでもあり、次への意欲にもなっ
ています。
　本会では、発足当時から毎月１回会報を発行
しており、本年７月号で503号を数えるに至っ
ております。また、煌心書道会展、産経国際書
展、市美展や原町区文化祭にも出品、出展して
おり、こうしたいろいろな書道展に挑戦するこ
とが、技術の向上につながっているのではない
でしょうか。さらに昭和57年からは会員の作品
発表会である「鶴林書展」を隔年ごとに実施し
ております。
　結びに、私たち会員は、まずは「楽しみなが
ら書を学ぶ」ことをモットーに続けていけれ
ば、いずれは格調高い線を書けるようになると
信じ、日々研鑽に励んでいるところです。

　平成15年度から㈶伝統文化国民協会主催（文
化庁委託事業）により、原町市教育委員会（当時）
と共催し、わが国の歴史、伝統や文化に対する
関心や理解を深め豊かな人間性を養うため、「こ
どもいけばな教室」を開催しています。
　平成24年度から南相馬市「子育て応援基金成
事業」を活用し、南相馬市内の小学校１年生か
ら中学３年生まで募集して、原町区７か所の生
涯学習センターを会場に開催しています。第１
回は全体で開講式を実施し、それぞれの会場担
当から説明があり、最後の２月に全員の発表展
示と閉講式を開催しています。昨年度親子で参
加したいという声がありましたので、今年度は
「親子いけばな教室」として開催しました。各
会場で１～２名の親子が参加し一緒に楽しんで
いただいています。
　今後も原町区華道連合会の事業として継続
し、伝統文化の生け花の歴史、楽しさについて、
こども教室を通して伝えていきたいと思ってい
ます。親子で一緒にできる教室として私たち指
導者は工夫をして多くの方々に参加していただ
けることを願っています。

編集後記　会員の高齢化が進んでいる中、原
町区華道連合会の後継者育成に敬意を表しま
す。習い事は子どもの頃に覚えれば、上達も
早く一生の宝となります。将棋の藤井聡太四
段も５歳のときに祖父母から将棋の手ほどき
を受けたそうです。（あ）
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