
イベントガイド

◉みんなの歌声サロン
◉映画上映会「福島は語る」

◉ラメールミュージカルスクール

　新入生無料体験レッスン

◉ラメールマスターズプロジェクト 他

まちの掲示板
◉ら・ちぇりめーる
　今月号からリニューアル！

イベントカレンダー

◉ラメールミュージカルスクール公演2
021

　ダイジェスト配信
◉雲の音祭り2021ダイジェスト配信

キラキラ雲南 Youtubeチャンネル

■ 13:30～15:00　■ 参加無料　※マスクを着用の上、ご参加ください。
　 ※感染症の状況によっては中止となることもあります。
　 古代鉄歌謡館　TEL.0854・43・6568

みんなの歌声サロン  ［古代鉄歌謡館］

15 土

問

詳しくは中面をご覧下さい→

㈱キラキラ雲南は、
新型コロナウイルス感染症の
拡大防止に努めます。

2
30

▲

日

日
■ 9：00～17：00（休館日：火曜日）　■ 入場無料
　 古代鉄歌謡館　TEL.０８５４・４３・６５６８問

古代鉄歌謡館展示 「コレクション絵画展」  ［古代鉄歌謡館］5/

■ 20:00開演　■ 500円（30席限定）
　 ラメール TEL.0854・49・8500

菅田茂ライブＬＩＶＥ！inふれあいホール  ［ラメール］

問

※ 関係者のみ入場可
　 ラメール TEL.0854・49・8500問

　 ラメール TEL.0854・49・8500

ラメールミュージカルスクール

令和3年度受講生・無料体験レッスン♪  ［ラメール］
問

Youtube
ダイジェスト配信

雲南市をはじめ各地へ向けて発行させて
いただいている、本誌、ら・ちぇりめーる。
雲南市在住の皆様には、今月号から、市報
うんなんの中にA3版としてリニューアルし
た形でお届けすることになりました！雲南市
内で開催するイベント、チケット情報などを
より身近にお楽しみいただけましたら嬉しい
です！
なお、県内外の公立施設やショップなどには、
従来の細長い形のら・ちぇりめーるを引き続き
置かせていただきますので、お買い物やお出か
けの際に、ぜひお読みください♪

雲南市をはじめ各地へ向けて発行させて
いただいている、本誌、ら・ちぇりめーる。
雲南市在住の皆様には、今月号から、市報
うんなんの中にA3版としてリニューアルし
た形でお届けすることになりました！雲南市
内で開催するイベント、チケット情報などを
より身近にお楽しみいただけましたら嬉しい
です！
なお、県内外の公立施設やショップなどには、
従来の細長い形のら・ちぇりめーるを引き続き
置かせていただきますので、お買い物やお出か
けの際に、ぜひお読みください♪

■ 13:00開場　13:30開演（16:30終了予定）
■ 一般1,000円（当日1,200円）高校生以下無料　※託児有り（要申込）
　 あげ！そげ！はっけんぐみ「福島は語る」上映実行委員会（吾郷）
　 TEL.080・1055・6653

映画上映会 「福島は語る」  ［古代鉄歌謡館］

問

ら・ちぇりめーる　最新刊＆バックナンバーは
ホームページからお読みいただけます♪
http://www.lamer-unnan.com/lacherimail ▶▶▶
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雲南地区吹奏楽祭  ［ラメール］

■ 10:00～16:00　■ マルシェリーズ1階通路
　 マルシェリーズ　TEL.0854・42・8320問

23日

きすきマルシェ  ［マルシェリーズ］

5月のイベントカレンダー

古代鉄歌謡館
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らちぇりめーる設置場所 県内の主な文化施設、観光施設、図書館 他 la-cheri-mail   May

雲南市三刀屋文化体育館
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㈱キラキラ雲南の管理する施設では、新型コロナウイルス感染症
の拡大防止と、施設を利用される皆様に安全にお過ごしいただく
ため、以下のことに取り組みます。

１．新型コロナウイルス感染症の影響で施設利用をキャンセルされ
る場合は、原則としてキャンセル料はいただきません。

２．各種お手続き、お支払い、ご相談等で窓口にお越しいただくこと
に不安を感じられましたら、お電話でも対応させていただきま
す。ご相談ください。

3．職員は出勤前に体調チェック・検温を致します。また、窓口ではマ
スクを着用して対応させていただきます。

4．会議室・スタジオ・トレーニングルーム等のご利用の前後で、お
部屋の換気と除菌作業をいたします。

ら・ちぇりめーる

la-cheri-mail 55
2021.皐月
雲南市文化情報誌

雲南市の文化・地域情報をお届けします！！

la-cheri-mail

このQRコードを読み込み、
友達に追加！または
LINEアプリを立ち上げ、
「キラキラ雲南」で
検索→友達に追加！ キラキラ雲南

登録はこちらから！

キラキラ雲南
公式LINEアカウント
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9：00～17：00（休館日：火曜日）　　無料

毎月、月替わりで趣向を凝らしてい
るギャラリー展。今月は、収蔵品から
絵画を中心に展示します。

　  古代鉄歌謡館展示 
　 「コレクション絵画展」

問D A I T O

古代鉄歌謡館 Tel.０８５４･４3･6568

時 入

展 示

13:30～15:00　　無料　※マスクを着用の上、ご参加ください。
※感染症の状況によっては中止となることもあります。

童謡・叙情歌・歌謡曲など、ピアノやバイ
オリン、ギターなどのアンサンブルに合
わせてみんなで歌いましょう。曲の誕生
秘話やエピソードとともに、心はずむ楽
しいひと時を過ごしませんか。

みんなの歌声サロン　

時 参

サロン

155/
土

ラメール　TEL.０８５４・４９・８５００問

雲南市内の文化・体育施設を管理するキラキ
ラ雲南から、音楽・運動などの動画を配信して
います♪今月は、2月・3月に開催された公演
をご自宅でお楽しみいただけるダイジェスト
配信も行います！

2月27日・28日にラメールで行わ
れたミュージカルスクールの公演
の様子をダイジェストでお届けし
ます♪これまでの音楽劇から選ん
だ名場面の数々、子どもたちのパ
ワフルなステージをご覧ください。

キラキラ雲南Youtubeチャンネルが新しくなりました！

サウンドライブしまねin雲南

「雲の音祭り2021」

《今月の新着動画》

パソコンからはコチラ▼
http://www.lamer-unnan.com/youtube/
スマートフォンから…
右のQRコードを読み込んでください▶

3月28日にラメールで行われた雲
の音祭りから、各バンドの演奏を
ダイジェストでお届けします♪2年
越しに念願かなってのステージ！出
演者の皆さんの熱演をどうぞご覧
ください！

作詞・作曲・構成・演出：モンデンモモ

ダイジェスト
配信

ダイジェスト
配信

ラメールの芝生広場で、小学生を
対象に月に1回活動している、「わ
くわくアウトドア部」。
今回は、アウトドアにかかせない
「薪わり」にチャレンジしました♪

キラキラ雲南Youtubeチャンネル

ソーシャル
ディスタンス

上 映

ラメールミュージカルスクール 令和3年度
新入生・無料体験レッスン♪

レッスン

このほか、ヴァイオリンとエレキギターのレッスンもあります。
詳しくはお問い合わせください♪

本物の舞台経験を通して、子どもたちの成長と
学びの場となるスクール、「ラメールミュージカ
ルスクール」。多彩なレッスンを通して、一緒に
感動の舞台を創りませんか？

この春から、「ラメールマスターズプロ
ジェクト」として、小学生から大人までを対
象とした管弦打楽器の総合プログラムが始
まります。ラメールを会場に、プロの講師か
ら基礎～専門的なレッスンを受けることが
できます。部活動や、自分の演奏スキルアッ
プに！学びたいあなたを応援します！

フルート

クラリネット

サクソフォン

トランペット

ホルン

トロンボーン

ユーフォニアム

テューバ

パーカッション

中1クラス（6名）・中２～中3クラス（6名）

中1クラス（6名）・中２～中3クラス（6名）

中1クラス（6名）・中２～中3クラス（6名）

中1クラス（6名）・中２～中3クラス（6名）

中1～中3クラス（8名）

中1クラス（6名）・中２～中3クラス（6名）

中1～中3クラス（6名）

中1～中3クラス（6名）

中1～中3クラス（6名）

中学生のための 管打楽器グループレッスン

問K A M O

ラメール Tel.０８５４・４９・８５００

震災で追われた人びと。それぞれに違っ
た涙の色がある――
東日本大震災から10年。「終わったこ
と」として忘れ去られようとしている“福
島の声”を、14人の証言から映し出すド
キュメンタリー。

　  映画上映会  「福島は語る」映 画

監督：土井敏邦

講師：モンデンモモ・菅原史子・齋藤芽依ほか

165/
日

　　　　幼児～高校生
　　　　年会費：3,000円、月会費：幼児～小学2年生1,500円
　　　　小学3年生以上2,000円 
　　　　 ※スケジュールをお伝えしますので、事前にご予約ください。

対　象
参加費

　　　　　　月2回
　　　  1,000円／回、会場使用料400円／月 
　　　　 ※半年ごとに一括前納（年2回）

レッスン回数
受講料

託児

13:00開場 13:30開演（16:30終了予定）
一般1,000円（当日1,200円）高校生以下無料
あげ！そげ！はっけんぐみ「福島は語る」
上映実行委員会（吾郷）　080-1055-6653

問

時
入

※託児有り（要申込）

わくわくアウトドア部

カイザークラス(初級)

ローデクラス(中級)

パガニーニクラス(上級)

イザイクラス（一般）

経験年数：約1年

経験年数：2～ 3年

経験年数：4年以上

一般愛好家

弦楽合奏グループレッスン

　　　　　　月2回
　　 　クラスによって異なります。お問い合わせください。
　　　  会場使用料400円／月

レッスン回数
受講料

みんな
集まれ～！

薪割りを
しよう！

詳細はお問い合わせ
ください！

15（土）
フルート

トランペット
打楽器

5/

無料体験レッスンを
開催します！

ラメールマスターズプロジェクト2021

ラメールミュージカルスクール公演2021

「Best selection Lamer MOMOLY LAND」

ダイジェスト
配信

ダイジェスト
配信

料金 問い合わせ時間場所 問 申し込み申 プレイガイドプ入時場
イベントガイド

掲載しているイベントは、新型コロナウィルス感染症の
影響で中止・延期となる可能性があります。
開催等の詳細は各問合せ先にご確認ください。


