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大田原図書館からのお知らせ
大田原図書館　　(23)4560　通年 9:00～19:00
黒羽図書館　　　(59)0855　平日 9:30～18:30　土日祝 9:30～17:30
湯津上図書室　　(98)7037　通年 9:00～17:00

※休館日は生活カレンダーをご覧ください。

那須野が原ハーモニーホール （24）0880 https://www.nasu-hh.com/
※友の会会員優先予約、友の会割引料金についてはお問い合わせください。

大田原図書館
おはなしコーナー

ピノキオおはなし会 ３月17日（日）・４月７日（日）午後２時～３時

読み聞かせ
紙しばい

など

こどものつどい
出演：ガールスカウト ３月10日（日）・４月14日（日）午後２時～３時

トコトコ大田原 3 階
つどいの広場 にじいろおはなし会 ※３月はお休みです

すみよし子育て支援センター おひさまぽかぽかの会 ４月12日（金）午前11時～11時45分 

黒羽図書館 2 階視聴覚室 コアラおはなし会 ３月10日（日）・４月14日（日）午前11時～11時45分

チケット発売情報 ※特別記載のないものは未就学児は入場不可。

近日開催 お知らせ

■今井奈緒子オルガン・リサイタル
●日時…5 月 12 日（日）　
　　　14 時開演／大ホール
●チケット…全席自由　2,000 円
　　　　　　（友の会 1,800 円）
　　　　　　小・中学生    1,000 円
♪友の会優先電話予約
　3 月 28 日（木）9 時～（電話のみ）
♪一般発売：3 月 30 日（土）

■第 11 回那須白河文化交流美術展
●日時…４月 13 日（土）～４月 21 日（日）
　　　　午前 9 時～午後 5 時（最終日は午後 3 時まで）
●場所…第 1 ギャラリー・第２ギャラリー（入場無料）

４月 21 日（日）開催
「フジコヘミング　ピアノソロコンサート」チケットは

完売しました。

■山内惠介 全国縦断コンサートツアー 2019

●日時…7 月 12 日（金）　
　　　14 時 00 分開演／大ホール
●チケット…全席指定　　
　　　　　　前売 6,000 円（友の会 5,800 円）
　　　　　　当日 6,500 円
♪友の会優先電話予約：3 月 15 日（金）9 時～（電話のみ）
♪一般発売：3 月 17 日（日）

お得情報

■湯津上庁舎図書室　臨時休館
　３月 16 日（土）は、湯津上庁舎内カーペッ
ト清掃のため臨時休館します。大田原図書
館・黒羽図書館は通常通り開館します。

　こんにちは。大田ワラオです。

こんにちは。大田ワラオです。
少しずつですが、寒さも和らいで
きました。春はもうすぐですね。

【那須野が原ハーモニーホール友の会 会員募集中！】
　財団主催事業のチケットが優先的に予約でき、さらに割引になる特典が魅力の「ハーモニーホー
ル友の会」に入会しませんか。さらに今回は、上記公演「今井  奈緒子オルガン・リサイタル」に友の
会会員先着 100 名をご招待します（要予約）。いつご入会いただいても 1 年間有効ですので、この機
会にぜひご入会ください。

会員区分 年会費 特典対応枚数

個人会員 1,000 円 1 枚のみ

ペア会員 1,500 円 ２枚まで

家族会員 2,000 円 5 枚まで

～主な特典～　
※財団主催事業に限ります。
①　チケットの優先電話予約＆料金割引
②　催し物案内や公演チラシの送付
③　財団が指定する公演へのご招待
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●期間…３月 30 日（土）～４月
21 日（日）
●場所…那珂川河川公園・桜の

馬場（那珂川下流の那珂川左
岸）、黒羽城址公園など
●イベント
▶ライトアップ：期間中の午後

６時～９時（那珂川河川公園・
桜の馬場のみ）
●その他の見どころ…磯上のヤ

マザクラ、高館城跡、龍念寺、
光厳寺のシダレザクラなど

※開花状況については、下記へお問
い合わせください。

問黒羽商工会
　（５４）０５６８

●期間…４月１日（月）～ 15 日（月）
●場所
　野崎第２工業団地内桜並木ほか
●イベント
▶ライトアップ：期間中の午後６

時～ 10 時
▶ 4 月６日（土）のイベント
　（場所：上石上公園）
※雨天時は７日（日）に順延。
○第６回与一の里玉入れ選手権大

会　午前 10 時～
玉入れ参加希望者は下記へ

申問大会会長　長嶋  政光
　（２９）０３５６
○城鍬舞奉納　午前９時 45 分～
○地産品などの販売・出店（※出店

者募集中）　午前９時 30 分～
○竹トンボ作り、竹トンボ大会、

模擬店、バルーンアート
　午前 10 時～
○新鮮卵のつかみ取り　正午～
※先着 150 名
問桜まつり事務局　石塚  堯
　（２９）１６０６

●期間…３月 30 日（土）～４月 21
日（日）
●場所…龍城公園、龍頭公園
●イベント
▶ライトアップ：期間中の午後６

時～ 10 時
▶４月６日（土）、７日（日）のイベ

ント
○大抽選会（地元名産品など）
○与一くんふわふわランド
○ぬり絵展示コーナー（景品あり）
○ふれあい音楽会
▶関連イベント
○下町花まつり　４月８日（月）
○大田原屋台まつり
　４月 20 日（土）・21 日（日）
問大田原市観光協会
　（５４）１１１０

●期間…４月７日 ( 日 )
　　　　午前 10 時～午後３時
●場所…佐良土地内那珂川右岸土手
　（なかがわ水遊園から北側約２km

区間）
※詳細は下記へお問い合わせくだ

さい。
　水と桜と学びの道保存会　朝井
　０９０（５５３０）０２３６

芭蕉の里くろばね桜まつり第６回のざき桜まつり大田原市さくら祭

【第4回那珂川さくらまつり】

春はお花見に出かけてみませんか？

✿大田原市内のさくらまつり✿

■タイムカプセルを開封します
●日時…４月７日（日）
　　　　午前 10 時～午後 4 時
●場所…大田原市ポッポ農園
●内容…15 年前に埋めたタイム

カプセルの開封を行います。埋
められた方は、ぜひ足を運んで
ください。

問申大田原市ポッポ農園
　（５４）４３６８

ポッポ農園（関連イベント）

　大田原市内の各地にはきれいなさくらの名所がたくさんあり
ます。その一部を紹介します。
　①黒羽城址公園　②富池温泉神社
　③経塚稲荷神社　④那須神社　⑤磯上のヤマザクラ　
　桜の開花状況などは、右記へお問い合わせください。

さくらを見に行きませんか？

①

③

⑤

⑥ ⑦

⑧

②

④

② ①

④③

⑤

　大田原市観光協会　　　　（５４）１１１０

　市外周辺のさくらも紹介します。少し足を伸ばしてお
出かけしてみてはいかがでしょうか。
⑥福島県塙町久慈川河川敷（サイクリングロード）
⑦茨城県久慈郡大子町相川ボタン桜
⑧那須町芦野御殿山
八溝定住自立圏サイトＱＲコード→

（⑥～⑧の詳細はこちらでご確認ください）
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