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 南相馬市民文化会館からのお知らせ
財団法人 南相馬市文化振興事業団

☎㉕ 2761

8/26
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7/29
㈯

ゲルダと一緒に旅に出よう !

音楽劇「雪の女王」
■会場：大ホール
■14：30 開場／15：00 開演
■全席自由：【一般】2,500円
　 【学生（高校生以下）】1,000円
※一般当日券は上記価格より500円増し

主演の
宮光真理子さんは
この冬のヒット曲
レミオロメンの『粉雪』の
ビデオクリップにも
登場しています。

「雪の女王」演劇ワークショップ
■7／28㈮　■会場：多目的ホール　■15：00 ～ 16：00
■参加料：1,000円（税込）　■対象：小学4年生～6年生
■人数：15名（定員になり次第締切）
※参加料を添えてゆめはっとへ直接お申し込みください。

ワクワクわーくしょっぷ vol.2

カラフルなマリオネットをつくろう

ワクワクわーくしょっぷ vol.3

大きな自分を描こう

８/５
㈯

対 象
４～６歳

８/ ６
㈰

対 象
小学１年～
３年生

■13：30～ 15：30
■会場：多目的ホール
■参加料：1,200円（材料費込）
■人数：20名

■13：30～ 15：30
■会場：多目的ホール
■参加料：1,200円（材料費込）
■人数：20名

大きな画用紙に寝転んで実物大のアウトラインを写し取り、大きな自画
像を描きます。絵の具やクレヨンで色をつけ、布を貼って洋服にしたり、
マカロニを飾り付けてアクセサリーにしたり、自由に自分を描きましょ
う。最後は出来上がった作品と一緒に記念撮影。

絵本のよみきかせをもとにして立体作品を作ります。「ペットボトル」「網」
「エアパッキン」「ビニール袋」などを使って形をつくり、動くように工
夫しながら、ひもで連結させます。素材の組み合わせ方しだいで生まれ
る個性的なマリオネット。いろいろな表情を楽しみましょう。

洗練の極み フレンチブラスの精鋭たち！
響きの泉シリーズ vol.3

パリ管弦楽団ブラス・クインテット演奏会
■会場：大ホール　■17：30 開場／18：00 開演
■全席自由：【一般】3,500円／【学生 (高校生以下 )】2,000円
※一般当日券は上記価格より500円増し
【プログラム】 オッフェンバック「フレンチ・カン・カン」／
ビゼー「カルメン」第一組曲／フレンチ・シャンソン集ほか

チケット購入者特典の
楽器クリニックを開催！
世界レベルのテクニックを
身近に体感しよう！

■日程：8／26㈯
　※公演日に同時開催予定
■参加料：【一般】1,000円
　　　　　【学生】無料

チケッ
ト

好評発
売中

ご相談ください
ニートの悩み・困りごと

　県では、ニート相談ダイヤルを開設し、電話や
電子メールでの相談を受け付けています。相談は
無料で、秘密は厳守します。
　ニートに関する悩みや困りごとなど、お気軽に
ご相談ください。

電話による相談
フリーダイヤル　☎０１２０（０９８）２０９
・相談受付時間は、月～金曜日の９時から 17 時まで
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
・携帯電話からはフリーダイヤルにつながりませんの
　で、０２４（５２１）８２０９へお掛けください。
メールによる相談
　福島県就職サポートセンターのホームページ
　 （http://f-shushoku.jp）の「ニートメール相談」画面から
送信してください。

・ メールの相談は 24 時間受け付けていますが、相談に対す
る返答は、受信確認後２～３日かかる場合があります。
問合せ
　福島県商工労働部雇用対策グループ
　☎０２４（５２１）８２０９

「市民活動について～初級編～」
講習会を開催します

　南相馬市市民活動サポートセンターでは、市民活
動に関する講習会を開催します。第１回のテーマは、
「NPOのつくりかた・運営のしかた」です。
　市民活動に関心のある方ならどなたでも参加できま
すので、お気軽にご参加ください。

と　き　８月５日㈯　13 時 30 分～ 16 時 30 分
ところ　労働福祉会館第２会議室（原町区北町）
内　容
　・「市民活動とは」
　　講師　 NPO法人ふくしまNPOネットワークセンター

理事長・福島大学教授
　　　　　星野　珙二氏
　・「ＮＰＯの実務・運営について」
　　講師　 NPO法人ふくしまNPOネットワークセンター

副理事長　佐藤　和子氏
受講料　無料
問合せ　南相馬市市民活動サポートセンター
　　　　☎㉓５４２０
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応募方法　　
　所定の「嘱託職員応募申込書」に必要事項を記
入して、選考結果通知用の封筒（自分のあて先を
明記し 80 円切手を貼った定形封筒）を同封し、郵
送又は持参によりご応募ください。
応募申込書の配布
　南相馬市民文化会館総合案内窓口で配布します
（火曜日以外の９時から 18 時）。
　また、応募申込書等は市民文化会館「ゆめはっ
と」のホームページからもダウンロードできます。
（ホームページアドレス
　http://www.yumehat.or.jp）
※ 電話、ＦＡＸでの請求は受け付けませんので、
ご注意ください。

応募期限　８月２日㈬必着
申込先・問合せ
　〒９７５－０００８
　南相馬市原町区本町二丁目 28 番地の１
　財団法人南相馬市文化振興事業団事務局
　☎㉕２７６３

　㈶南相馬市文化振興事業団では、９月１日採用予定
の嘱託職員を募集します。
　新鮮な発想と情熱のある方の応募をお待ちしていま
す。

仕事の内容
　市民文化会館の利用調整及び施設管理
勤務時間
　２交替制勤務
　・８時 30 分から 22 時までのうち８時間勤務
休　日
　週休２日制（火曜日と指定の日）
採用予定人員
　２人程度
応募資格
　昭和 41 年 4 月２日から昭和 61 年４月１日までに生
まれた方
（学歴は問いません）

㈶南相馬市文化振興事業団

嘱託職員を募集します

自衛官を募集します

募集内容 航空学生 一般曹候補学生 曹候補士 ２等陸・海・空士

応募資格 18 歳以上 21 歳未満
（高卒又は卒業見込含）

18 歳以上 24 歳未満 18 歳以上 27 歳未満 18 歳以上 27 歳未満

採
用
予
定
数

陸上自衛隊 約 400 人
（うち女子約 35 人）

約 3,500 人
（うち女子約 120 人）

福島県採用予定数
男子約 230 人
女子約  20 人

海上自衛隊 約 70 人
（うち女子若干名）

約 170 人
（うち女子約 10 人）

約 895 人
（うち女子約 65 人）

航空自衛隊 約 70 人
（うち女子若干名）

約 200 人
（うち女子約 20 人）

約 800 人
（うち女子約 90 人）

受付期間 　８月１日㈫～９月８日㈮

問合せ　自衛隊福島地方連絡部　相双募集事務所☎㉓４７１２

第１回「ほほえみ健康講座」
　南相馬市の医師による健康講座を開催します。
　どなたでも受講できますので、お気軽にご参加ください。
と　き　７月 18 日㈫ 19 時～
ところ　サンライフ南相馬　研修室
テーマ　｢循環器疾患（脳卒中・心臓病など）について
　　　　～正しい知識と予防対策～｣
講　師　ふりど循環器科院長　島　國義先生
受講料　無料
問合せ　｢ほほえみ会｣ 事務局（但野）　☎㉒４３６３
　　　　電子メール　hohoemi-kai@wing.ocn.ne.jp

サマージャンボ宝くじサマージャンボ宝くじ

発売日　７月13日～８月１日

この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい
街づくりに使われます。

１等前後賞合わせて３億円

市美展の審査員が市美展の審査員が
決まりました決まりました

　10 月 21 日㈯から 24 日㈫ま
で小川町体育館で開催される
第１回南相馬市総合美術展覧
会の審査員が決定しましたの
で、お知らせします。

審査員
日本画　斎藤　勝正（福島市）
洋　画　斎藤　輝昭（埼玉県）
　書　　吉澤　鐵之（茨城県）
彫塑工芸　谷口　勇三（栃木県）
　〃　　岡本　泰子（東京都）
写　真　高木サダ子（いわき市）

問合せ
文化課　☎㉔５２８４




