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各施設の催し・募集など
図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 (82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

　必読、今月のオススメ。 

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 2月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 26日（日）
●受付　午前8時30分～11時30分
●場所　北部作業所（船引町新舘）
●問い合わせ
　産業部 農林課　(81-2511

　　　 せいめいのれきし　
               ～改訂版～

三浦しをん／著

一般向け
古書店屋の若き当主、真志
喜と、その友人で同じ業界
に身を置く瀬名垣は、幼い
頃から兄弟のように育ちま
した。しかし、ある夏の日
に起きた事件によって、2 人
の関係は大きく変わってい
きます。人間模様の変化を
お楽しみください。

各施設の催し・募集など

月魚たなからぼたもち ～暮らしの手帖別冊～
暮しの手帖のクイックレシピ

くすのきしげのり／作
澤野秋文／絵
児童向け

のんびり屋でなまけ者のあま
たろうは、働かないで毎日ぶ
らぶら…。
ある日、とうとうお父さんに
叱られてしまいます。
働くってこんなに面白い！と
思える、ことわざからうまれ
たおはなし絵本です。

バージニア・リー・バートン／文・絵
いしいももこ／訳

まなべまこと／監修
児童向け

1962 年に刊行され、長きに
わたり読み継がれてきた「せい
めいのれきし」を、現在の知
見に合わせて見直した改訂版
です。地球上に生命が生まれ
た時から現在までのお話しが、
緻密な絵と分かりやすい文で
書かれています。
家族で楽しめる１冊です。

澤田康彦／編

一般向け
調理に必要な時間は 5 ～ 20
分！主食材は 3 つまで！
家にある基本の調味料で作
れる、忙しい日にとっておき
の 114 品を紹介しています。
今日の献立に役立つこと間
違いなし！

3 月の休館日
6・13・20・27 日

肉うどん・そば（500 円）
船引総合福祉センター
2 月のおすすめメニュー

2 月のおすすめメニューは、体の
中から温まる「肉うどん・そば」
です。
旨みたっぷりの大きな自家製手作
りチャーシューがのり、食べ応え
十分です。
ぜひ皆さんでご賞味ください。
●各種宴会・総会、弁当の配達も
　承ります。
●無料バス送迎有（10 名以上利用
　の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

3 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
8・22（水） ひだまりおはなし会 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など

12（日） 大人のおはなし会 14:00 ～（40 分程度） 18 歳以上
20 名程度 絵本の読み聞かせ、朗読、素語り　など

滝根 25（土） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 5 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など
常葉 15（水） おはなし会（文化の舘ときわ内） 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など

ひまわりひろば
●日時　2 月 1・8・15・22 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　  
  1 日…節分にちなんだ製作
  8 日…新聞紙遊び
15 日…わらべうた
22 日…お雛様作り・誕生会
その他、親子遊び・手遊び・
絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

育 児 講 座
●日時　2 月 17 日（金）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　絵本の読み聞かせ
●講師　おはなし会“どんぐり”
●申込　
2 月 15 日（水）までに、電話または
来所時にお申し込みください。

子ども 船引児童館 (82-0690（ FAX 兼用）

行政相談

21（火）常葉行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

●相談委員
　橋本ユリ子 氏（大越町）(79-3278
　伊藤忠義 氏（常葉町）　 (77-3398
問総務部 総務課(81-2111

　　　 特設人権相談

14（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

3 月の各種相談会相談

　　　　　　法律相談

1（水）田村市社会福祉協議会（船引町）
午後 1 時～ 4 時

●定員　5 人（先着順）
●申込方法　2 月 23 日（木）までに、
　　　　　　電話でお申し込みください。
※定員になり次第、受け付けを終了します。
●受付時間　午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　（土・日、祝日を除く）
問・申市社会福祉協議会 本所(81-2166

3 月の行事予定 *bunka@city.tamura.lg.jp (82-5030　 FAX 82-5530文化 文化センター 休館日　6・13・21・
　　　　27 日

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

  5（日） 自主文化事業 山本譲二コンサート
14:00
17:30

（2 回公演）

全席指定
S 席 6,000 円
A 席 5,000 円

文化センター　(82-5030

12（日） 大橋兄弟舞踊歌謡ショー 12:00
全席自由

一般 2,000 円
中学生以下 500 円

チケット販売担当：村瀬　(84-2669

19（日） はしもと音楽教室発表会 13:00 一般・無料 はしもと音楽教室 橋本美加
(090-1063-7893

26（日） 大内音楽教室 2017 Music Concert 13:00 一般・無料 大内音楽教室 大内翠
(090-9740-2538

●日時　3 月 5 日（日）　昼の部：午後 2 時開演　
　　　　　　　　　　　夜の部：午後 5 時 30 分開演
●入場料　全席指定　Ｓ席 6,000 円　Ａ席 5,000 円
●販売窓口　文化センター、各公民館
※チケット購入に関する詳細は、文化センターまたは各公民館へ
　お問い合わせください。

チケット好評販売中！

「山本譲二コンサート」
～文化センター自主文化事業～

12 月 17 日、船引地区の小学校３年生以下を対象に、
「冬のおはなし会＆クラフト教室」を行いました。
市内読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟の皆さ
んによる、冬にちなんだ絵本の読み聞かせや、クラフト教室
ではチラシや牛乳パックでコマを作りました。

冬のおはなし
　 の広場

読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟による大人を
対象にした昔懐かしいおはなし会です。ぜひご参加ください。
●日時　3 月 12 日（日）　午後２時（40 分程度）
●場所　図書館（本館）　　●対象　18 歳以上の方
●定員　20 人程度
●内容　絵本の読み聞かせ、朗読、素語りなど

　大人の
おはなし会

「お
たのしみ会」in ひまわりひろば12 月 14 日の「ひまわりひろば」は、

「おたのしみ会」を開催しました。
歌やダンス、ブラックシアター（会
場の明かりを消し、暗闇の中で演じ
るパネルシアター）、劇遊び、楽器
などを楽しみました。
最後にサンタクロースからプレゼン
トをもらい、親子で楽しい時間を過
ごすことができました。

「ク
リスマス会」in このゆびとまれ

12 月 10 日の「このゆびとまれ」は、
「クリスマス会」を開催しました。
クリスマスツリーを作っているところ
にやってきたサンタクロースは、子ど
もたちに囲まれてしまいました。
さざなみ会の皆さんが作ってくださった
豚汁、フライドポテト、ポップコーン
などを美味しくいただき、射的なども
大人気でした。


