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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

　必読、今月のオススメ。 

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 3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

　　　 ワンダーガーデン　
             ～生命の扉～

各施設の催し・募集など

おめかしの引力へんしん　おんせん ～決定版～
上司の心得

4 月の休館日
3・10・17・24 日

4 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 12・26（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

滝根 22（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 19（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

4 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　
3・10・17・24 日

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ
2（日） 第 42 回石井ピアノ教室発表会 13:00 無料 石井ピアノ教室(86-2002

9（日） 第 3 回桜まつり歌謡祭 11:00 無料
※整理券が必要

たむらカラオケ愛好会
（カラオケはちまん内）(82-0336

29（土） 船引町民謡民踊の会連絡協議会設立 45 周年記念
平成 29 年度ふねひき春のうたまつり 9:30 一般・500 円 船引町民謡民踊の会連絡協議会

（事務局：船引公民館）(82-1133

佐々木常夫 / 著

一般向け

「上司」としてリーダーシップ
を発揮する人は、会社の中だ
けでなく、人の集まるあらゆ
る場面に存在し、人々に方向
性を示し、勇気と希望を与え
ます。
ビジネスマンとして数々の困
難を乗り越えてきた著者が記
す、上に立つべき人に向けた、
人生の指南書決定版！

川上未映子 / 著

一般向け

口紅の色を変えた。おろした
てのワンピースを着る。髪染
に失敗した。古来より人を夢
中にさせたり、不安にさせた
り、罪深きおめかしの引力に
今日も逆らえず一喜一憂…。
朝日新聞で 6 年にわたり連載
されたファッションについて
の大人気爆笑エッセイが 1 冊
の本になりました。

あきやまただし／作・絵

児童向け

へんしん温泉は、どんなに疲
れていても入れば元気になっ
てしまう温泉です。
今日もいろんな子が温泉に
やってきます。みんな元気に
なれるかな？
声に出して読んでみるといろ
んなものが変身してしまう、
不思議な言葉遊び絵本です。

クリスティヤーナ・S・ウィリアムズ／絵
ジェニー・ブルーム／文
今泉忠明／日本語訳監修

児童向け

一度ページを開けば生命の楽
園を巡る旅の始まりです。
熱帯雨林、サンゴ礁、砂漠、
森林、山脈、5 つの庭が動植
物の緻密な描写と極彩色で描
かれています。
開けば冒険に行けてしまいそ
うな１冊です。

◆植村 豊さん（千葉県）　寄附金（ふるさと納税） 　  
◆大久保 義光さん（いわき市）　寄附金（ふるさと納税）         
◆橘川 清人さん（千葉県）　寄附金（ふるさと納税）　
◆箭内 莉恵さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）           
◆市川 琢己さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）　        
◆福岡 佑祐さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）           
◆朝倉 法明さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）　        
◆奥隅 隆さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）        
◆上村 日菜さん（福岡県）　寄附金（ふるさと納税）           
◆石井 誠二さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）           
◆堀越 吉一さん（船引町）　寄附金（ふるさと納税）　        
◆坪井 伸一さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）  

まごころありがとうございます - 次の方から市に寄附をいただきました -

◆西山 立也さん（滋賀県）　寄附金（ふるさと納税）       
◆高橋 由布子さん（京都府）　寄附金（ふるさと納税）           
◆白石 和恵さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）　      

◆佐藤 忠彰さん（三春町）　寄附金（ふるさと納税）   
◆上原 寛人さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）
◆遅澤 茂樹さん（山梨県）　寄附金（ふるさと納税）  
◆石井 徳光さん（千葉県）　寄附金（ふるさと納税）
◆昭和 46 年度常葉中学校卒業生一同 
　代表 浦山 忠司さん（常葉町）　物品
◆常葉建築 白岩 幸広さん（常葉町）　物品
◆平成 3 年度移中学校卒業生一同 
　代表 紺野 広伸さん（船引町）　物品

行政相談

11（火）大越行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

●相談委員
　松山秀明 さん（滝根町）  (78-3532
　横田弥一郎 さん（船引町）(82-2003
問総務部 総務課(81-2111

4 月の各種相談会相談

特設人権相談
4（火）船引公民館

13（木）都路公民館
※いずれも午前 10 時～午後 3 時
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

市国際交流協会 各教室参加者募集

●日時　4 月～ 7 月の第 2・4 木曜日（月 2 回、全 8 回）
　　　　午後 7 時～ 8 時 30 分
●会場　市文化センター リハーサル室ほか
●対象　ゴスペルに興味のある方
　　　　※英語でゴスペルを歌います。
●定員　40 人　　
●講師　英語指導助手 2 人

★ゴスペル教室★

●参加費　市国際交流協会会員…3,500 円
　　　　　一般…6,000 円
※英会話教室は別途テキスト代が必要です。
●申込方法　3 月 21 日（火）までに、電話・FAX・
メールのいずれかにて、①希望教室②氏名③住所
④電話番号を明記のうえ、お申し込みください。
●その他
①成人の方が対象です。
②申込者が定員を超えた時点で募集を締め切ります。
③英会話教室の初・中上級コースの両方に申し込む
　ことはできませんが、英会話教室とゴスペル教室
　の同時申し込みは可能です。
④教室への途中からの参加はできませんので、お早
　めにお申し込みください。
⑤日程と会場の詳細は、申込者へ通知します。
問・申市国際交流協会事務局（総務部 協働まちづく
　　　り課内）(81-2135　 FAX 81-2522
　　　*machizukuri@city.tamura.lg.jp

≪ 共通事項 ≫★英会話教室（初級・中上級）★
●日時　4 月～ 7 月（月 2 回、全 8 回）
　　　　午後 7 時～ 8 時 30 分
　　　　☆初級……第 1・3 月曜日
　　　　☆中上級…第 2・4 月曜日
●会場　船引公民館 研修室ほか
●対象　☆初級……簡単な日常会話から学びたい方
　　　　☆中上級…英語力、英会話力をさらに伸ばしたい方
●定員　各教室 20 人　　
●講師　英語指導助手（各教室 1 人）

 五目ワンタンめん（500 円）
船引総合福祉センター
3 月のおすすめメニュー

3 月のおすすめメニューは、新鮮
野菜がたっぷり入った「五目ワン
タンめん」です。
ツルツルふわふわのワンタンが入
った塩味で、寒いこの季節に体の
中からほんのりと温まります。
ぜひご賞味ください。
●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）

子ども 船引児童館 (82-0690（ FAX 兼用）

このゆびとまれ
●日時　3 月 11 日（土）
　　　　午前 10 時
●内容　お楽しみ会
※劇団「赤いトマト」による人形劇・
　ビンゴ大会など

老人憩いの家 針湯荘
(78-2010（ FAX 兼用）福祉

臨時休館のお知らせ
●休館日　3 月 15 日（水）
※館内設備点検のため、休館となります。


