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2019年度 曽於市曽於市 文化事業のご案内

※開催日及び出演者、入場料等は変更になる場合があります。また、都合により公演が中止になる場合があります。
※2019年７月１日現在の情報です。最新情報は曽於市ホームページでお知らせします。
※開催日及び出演者、入場料等は変更になる場合があります。また、都合により公演が中止になる場合があります。
※2019年７月１日現在の情報です。最新情報は曽於市ホームページでお知らせします。

末吉総合センター会　場

稲川淳二出演者

8 8 木 開場 18:00
開演 18:30

入場料
[前売り]

S席(指定席)　　　  ¥3,500
A席(自由席)　　　  ¥3,000
高校生以下(A席のみ) ¥1,500

※当日券
　500円UP

プレイ
ガイド

末　吉 末吉総合センター・末吉中央公民館・浜田書店
大隅文化会館・浜田文宝堂・光美堂大　隅
財部中央公民館・南日本新聞販売所財　部
西村楽器都城店(10:30開店)都　城
e+イープラスオンライン

TSUKEMEN LIVE 2019
～時を超える絆～ 9 28 土 開場 17:30

開演 18:00

チケット
発売中

MYSTERY NIGHT TOUR 2019
稲川淳二の怪談ナイト

一般　　　　　　　 ¥3,000
中学生〜高校生　　  ¥1,500
親子ペア　　　　　 ¥4,000
※親子ペアは4歳~小学生と保護者
※当日券500円UP

入場料
[前売り]

末　吉 末吉総合センター・末吉中央公民館・
浜田書店
大隅文化会館・浜田文宝堂・光美堂大　隅
財部中央公民館・南日本新聞販売所財　部
西村楽器都城店(10:30開店)都　城
e+イープラス
チケットぴあ（Ｐコード：154-996）
ローソンチケット（Ｌコード：81858）

オンライン

プレイ
ガイド

TSUKEMEN出演者

末吉総合センター会　場

～好評発売中～

チケット
発売中
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日  Sun 月  Mon 火  Tue 水  Wed 木  Thu 金  Fri 土  Sat

1 2
■母子手帳交付
◆育児講座 大  
  　リズムあそび

3 ■１歳６カ月児健診
◆子育て広場 財　　　 折り紙しましょう

4 ◆育児講座 末
  　 親子ビクス

5 ■６カ月児相談
6

7 8  9
■母子手帳交付
◆子育て広場
　 うちわをつくろう
　

10 
◆子育て広場　　
　 シャボン玉で遊ぼう

11
◆育児講座 末
  　パクパクッキング
　　　

12
■１歳児健診

13
▶ほっとひといき
   タイム

14 15  16                              
◆子育て広場
    タオルで遊ぼう    

17
■ 2 歳児健診
◆子育て広場　　 
    風鈴を作ろう 

18
■離乳食教室
◆子育て広場　　      
   身体測定

19 20

21 22
◆ 0 歳児デー

23
■母子手帳交付

24
■３歳児健診
◆子育て広場
 　自由あそび
▶ほっとひといき
   タイム

25
■４歳児歯科健診
◆子育て広場　　
　 えいごであそぼう
　 誕生会

26 27
★たからべ夏まつり
★ふるさと大隅まつり

28
★カヌー大会

29
▶心が元気になる
　 相談室

30
■母子手帳交付
■結核健診（大隅地区）
◆子育て広場
　 遊べるおもちゃを作ろう

31
■結核健診（大隅地区）
◆子育て広場
　 遊べるおもちゃを作ろう

財

末 ＝末吉
大 ＝大隅
財 ＝財部July7

2019
■ 健康　　　　★ イベント
◆ 子育て　　　● その他
▶ 相談・ケア
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今月のカレンダー
どこいく？ なにする？

末

末
財

大

大

大

財

財

末
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■個別健診・ミニドック

■個別健診・ミニドック

■個別健診・ミニドック

■個別健診・ミニドック

末

■個別健診・ミニドック
親

子

フ

ァ
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ぜひこのページを市報から取り出して冷蔵庫に貼るなど活用してくださいね 広報より
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◆子育て広場・育児講座のご案内
「リズム遊び」
７/２（火）弥五郎伝説の里
講師：有川友美先生（音楽療法士）
いろいろな音や楽器に触れながら楽しく親子で過
ごしましょう。

「パクパクッキング」
７/11（木）生きいき健康センター
講師：山川友莉恵さん・古川愛さん
対象： 離乳食完了の親子（1 歳 6 カ月～）
予約受付：７月１日 ( 月）～５日（金）
準備物：エプロン・三角巾

「親子ビクス」
７/４（木）生きいき健康センター
対象：赤ちゃん～就学前のお子様
講師：田鍋いずみ先生（OKJ インストラクター）
準備物：水分補給用飲み物
動きやすい服装でお越しください。

▶  相談所開設の日時について
 心が元気になる相談室 
健康のこと、ご家族のことなどお気軽にご相談ください。
カウンセラー：勝吉恵美子 先生 （臨床心理士）

開催日：７月 29 日（月）    時間：午後 1 時半～

場所：そお生きいき健康センター

予約：福祉事務所 福祉課  ☎ 0986-72-0936

末吉子育て支援センター・大隅子育て支援センター利用案内

育児講座・子育てひろばは
午前 10 時半～11 時半　受付 10 時です。

（生きいき健康センター内） （弥五郎伝説の里ふれあい館内）
【センター開放日】　月曜～金曜　午前 10 時～ 12 時 / 午後１時～３時
【育児相談】　月曜～金曜　午前９時～午後４時

  
  　■健診についてのお知らせ 問い合わせ先　保健課 ☎ 0986-76-8806

問い合わせ先　曽於市子育て支援センター
末吉 ☎ 0986-76-6565   大隅 ☎ 099-482-2875

病気の早期発見・重症化予防のために個別健診・ミニドックを受けましょう！
健診には、集団健診と個別健診とミニドックの３種類があります。集団健診は４月に終了しましたので、受
けてない方は個別健診かミニドックを受けましょう。

個別健診とは？　　指定された医療機関にて受ける健診です。（要予約）
健診できる項目　　　特定健診・胃がん検診・子宮がん検診・乳がん検診の４種類から選んで受診。

ミニドックとは？　個別健診と同じく医療機関で受け、健診内容がセットになったものです。（要予約）
セット内容　　　　  特定健診・肺がん検診・胃がん検診・大腸がん検診・腹部超音波検診・前立腺がん検診（男性のみ）
※それぞれの受診対象者には受診票を送付しています。
　　　　　    受診票がない方は保健課までご連絡ください。12/28 まで受診できます。

★ ７月イベント情報
「カヌー大会」
日時：令和元年７月 28 日（日）
受付：午前８時～
場所：大淀川特設カヌー場

（熊野神社近く大淀川海北井堰）
競技内容：カヌースプリント
　　　　　ドラゴンボート
お問い合わせ先（教育委員会社会教育課）
☎ 099-482-5958

「たからべ夏まつり」
日時：令和元年７月 27 日（土）
　　　午後５時スタート
場所：財部きらめきセンター駐車場
ステージ内容：しゃらこども園ス
テージ・財部小金管バンド・たから
べ歌唱王決定戦・龍虎太鼓・エラブ
チ剛歌謡ショー・お楽しみ抽選会・
花火大会（20:35 ～）

「ふるさと大隅祭り」
日時：令和元年７月 27 日（土）
　　　午後６時スタート
場所：弥五郎伝説の里　広場
ステージ内容：覚照こども園・大隅
中吹奏楽部・そお星人・西田あい歌
謡ショー・弥五郎太鼓・花火打ち上
げ (20:45 ～）・お楽しみ抽選会
※雨天順延   順延日 28 日 ( 日 )

ほっとひといきタイム
対象者：曽於市民　※申し込み不要

話を聞いてほしい方・悩みをかかえてる方、一緒にお茶
を飲みながら気軽にお話しませんか？

（末吉）７月 13 日（土）　午後５時～午後７時 　                     　　
　　　 そお生きいき健康センター

（財部）   ７月 24 日（水）　午後１時 30 分～午後３時 30 分         　　　
　　　 財部シルバー人材センター
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2019年度 曽於市曽於市 文化事業のご案内

※開催日及び出演者、入場料等は変更になる場合が
　あります。また、都合により公演が中止になる場合
　があります。
※2019年７月１日現在の情報です。
　最新情報は曽於市ホームページでお知らせしてます。

※開催日及び出演者、入場料等は変更になる場合が
　あります。また、都合により公演が中止になる場合
　があります。
※2019年７月１日現在の情報です。
　最新情報は曽於市ホームページでお知らせしてます。

10 26 土 開場 13:00
開演 13:30

マスクプレイミュージカル
「長靴をはいた猫」

11 15金 開場  9:30
開演 10:00

青年劇場
「きみはいくさに征ったけれど」

11 14 木 開場 18:00
開演 18:30

ミュージカル「やごらふ」

11 24 日 開場 14:30
開演 15:00

曽於市民俗芸能祭り

1 26 日 開場 13:00
開演 13:30

地域に受継がれた伝統芸能、ここに集結。

一般　　　　 ¥2,000
高校生以下　￥1,000

入場料
[前売り]

精華女子高等学校吹奏楽部出演者

末吉総合センター会　場

末　吉 末吉総合センター・浜田書店
大隅文化会館・浜田文宝堂・光美堂大　隅
財部中央公民館・南日本新聞販売所財　部
西村楽器都城店(10:30開店)都　城
e+イープラスオンライン

プレイ
ガイド

3歳以上 ¥1,500
3歳未満 無料

入場料
[前売り]

劇団飛行船出演者

末吉総合
センター

会　場

末　吉 末吉総合センター
プレイ
ガイド

一般　　¥500（予定）入場料
[前売り]

財部きらめきセンター会　場

プレイ
ガイド

末　吉 末吉総合センター
大隅文化会館・大隅中央公民館大　隅
財部中央公民館財　部

一般　      ￥2,000
高校生以下  ￥1,000

※当日券
　500円UP

入場料
[前売り]

青年劇場出演者

末吉総合センター会　場

末　吉 末吉総合センター・浜田書店
大隅文化会館・浜田文宝堂・光美堂大　隅
財部中央公民館・南日本新聞販売所財　部
西村楽器都城店(10:30開店)都　城
e+イープラスオンライン

プレイ
ガイド

末　吉 末吉総合センター・浜田書店
大隅文化会館・浜田文宝堂・光美堂大　隅
財部中央公民館・南日本新聞販売所財　部
西村楽器都城店(10:30開店)都　城
e+イープラスオンライン

入場料
[前売り]

一般　　　　　￥2,500
高校生以下　　￥1,500

劇団夢出演者

大隅文化会館会　場

プレイ
ガイド

7/16(火)
発売

7/30(火)
発売

9/3(火)
発売

8/13(火)
発売

11/5(火)
発売

精華女子高等学校
吹奏楽部コンサート

～販売予定公演～

※当日券
　500円UP

※当日券
　500円UP




