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三春おやこ劇場第２５回例会
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三春アンサンブル弦楽四重奏団とトランペッ
トによる「CLASSIC VS MODERN」
ɏȤɉɳȑɈɞɃȷĘ܂զǻɈɩɳɚɃɈȳɳ
ɁȧɫɈȟǼǥȎþɐɃɏǘȖؕ৩զȋǴǻɈ
ɩɳɚɃɈǻɭɐĘɈݓǻୄॻɇɓɥĘǴǦÿ

小野寺ピアノ教室発表会
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山口純子ピアノ教室発表会
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第１部 おにぎり大合唱！in三春 第２部 にっぽんのチカラ
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星を見る会
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結城座・写し絵江戸糸あやつり人形

自然観察ステーションイベント情報
自由研究相談会
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新しい民話の世界“古談（いにしえトーク）”作品発表会
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三春アンサンブル支援会第22回コンサート
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第３回サウンドオブユニオン定期演奏会
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「おはなし舞台わくわくパズル がまくんとかえるくん」

ピティナ ピアノコンペティション 郡山地区予選

７月

※ 下記の情報は主催者のご希望により掲載しています。
掲載のご希望は、三春交流館「まほら」までお願いします。
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７・８月のイベント情報
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問い合わせ先 自然観察ステーション ☎ 61-1546
三春交流館 ☎ 62-3837

親子キャンプ

親子キャンプを開催します。親子で
夏の楽しい思い出をつくりましょう。
▼ 日時 ７月 31 日（土）10 時現地集合
８月１日（日）11 時解散
▼ 場所 自然観察ステーション
▼ 費用 一人 1,000 円（三春の里入浴代、
星座観察、材料代を含む）
▼ 内容
▽ ７月 31 日（土）
テント張り、昼食づくり、体験活
動（芋ほり、魚釣り）、夕食作り、キャ
ンプファイヤー、夏の星座観察
▽ ８月１日（日）
朝食作り、ネイチャービンゴ、オ
オオクワガタ飼育教室
リエンテーリング
７月 10 日と 10 月 23 日の２回連続で、オオクワガタの飼育教室を行ないます。 ▼ 持ち物 軍手、洗面用具、箸、皿、
コップ、スプーン、雨具、着替え、
参加者の募集は今回のみです。また講師からオオクワガタの成虫のプレゼン
その他身の回りの物
トがあります。ぜひ。ご参加ください。
▼ 日 時 ▽ 第１回／７月 10 日（土）▽ 第２回／ 10 月 23 日（土） ▼ 定員 30 名
▼ 申込期限 ７月 25 日まで
午前９時〜 12 時
▼ 集合場所 自然観察ステーション ▼ 講師 野中敏光さん ▼ 定員 15 名 ▼ 申込先
▼ 参加料 1,000 円（２回分）
自然観察ステーション ☎ 62-1546
▼ 申込期限 ６月 30 日（水）
▼ 申込先 自然観察ステーション ☎ 61-1546
三春の里田園生活館 ☎ 62-8010
夏休みの宿題について、さくら湖
自然観察ステーションの講師の皆さ
んがアドバイスをしてくれます。
事前にアドバイスのほしいテーマ
をステーションか三春交流館に連絡
いただければ、より詳しくアドバイ
スができます。
▼ 日 時 ７月 31 日（土）
午前 10 時〜 12 時
▼ 集合場所 自然観察ステーション
▼ 参加料 無料
▼ 講 師 さくら湖自然観察ス
テーションの講師の皆さん

７月の星を見る会は、夏の天体
と輪のある土星を中心に観察を行
ないます。23 日は、月のクレーター
を観察するのに最適です。
▼ 日 時 ７月９日（金）、17 日
（土）、23 日（金）
午後８時〜 10 時
※ 荒天中止（曇天・風雨・雷など）
▼ 場 所 ステーション天文台
▼ 参加料 大人 200 円
子ども 100 円
▼ 講 師 本多憲光さん
影山博さん

