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各施設の催し・募集など

　必読、今月のオススメ。 

各施設の催し・募集など

むずかしい年ごろセラフィナ せんちょうになる

ロラン・ド・ブリュノフ／作
石津ちひろ／訳
児童向け

キリンの女の子セラフィナ
はおばあちゃんの家で夏休
みを過ごし、仲間たちと
ヨットで帰ることにしまし
た。ところが途中で嵐が
やってきて…!? 冒険に出た
くなる、夏にぴったりの絵
本です。

本当は怖い「低血圧」
あなたの「うつ」、実は「低血圧」かも？

11 歳からの
正しく怖がるインターネット

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 7月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 23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

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

5（土） 平成 29 年度
田村市少年の主張大会   9:00 一般・無料 田村市青少年健全育成市民会議

（事務局：生涯学習課）(81-1215

6（日） 平成 29 年度
田村地方 PTA 連合会研究大会   8:45 関係者 田村地方 PTA 連合会

（事務局：田村市立滝根小学校）(78-2014

23（水） 田村地区中学校音楽祭   9:30（予定） 一般・無料 市文化センター(82-5030

24（木） 田村地区小学校音楽祭   9:10（予定） 一般・無料 市文化センター(82-5030

27（日） 船引地区子ども会育成会親子
レクリエーション大会 10:00 無料 船引地区子ども会育成会連絡協議会

（事務局：船引公民館）(82-1133

文化 文化センター 8 月の行事予定 休館日
7・14・21・28 日 *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-5530

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 8 月の休館日
7・14・21・28 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

8 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
19（土） 夏の怖いおはなしの広場 10:00 ～（40 分程度） 小学生 少し怖い絵本の読み聞かせ、素語り など
23（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（火） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など
大越 24（木） おはなし会（大越公民館内） 15:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせなど
常葉 16（水） おはなし会（常葉公民館内） 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

ともだちつくろう
●日時　7 月 13 日（木）
　　　  午前 10 時 30 分
●内容　歌、リズム遊び、体操
　　　　ペットボトル遊び、
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

小木曽健／著

児童向け
ネットで失敗した経験はあ
りませんか？大人も知らな
いリスクや対策についてイ
ラスト付きで分かりやすく
解説。ネットを「普通の道
具」として使うための１冊
です。

永田勝太郎／著
一般向け

常日頃、あまり気にとめな
い低血圧。実は様々な重篤
な病気の要因となり、うつ
病などと誤診されやすい危
険性をもっている病気で
す。症状や改善方法につい
て分かりやすく解説されて
います。

このゆびとまれ
●日時　7 月 22 日（土）
　　　  午後 1 時 30 分
●内容　ジャガイモの収穫
●対象　どなたでも参加できます

船引総合福祉センター 7 月のおすすめメニュー

むし暑い日が続く季節となりました。
７月のおすすめメニューは、「冷やし
中華」です。この時期にピッタリの冷
たくてサッパリとした、冷やし中華を
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

（15 名以上でお 1 人 1,000 円を超え
る料理を予約の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

冷やし中華　５００円

アンナ・スタロビネツ／作
沼野恭子・北川和美／訳

一般向け
怪奇と幻想の中に現代の恐
怖を斬新に描き出した現代
ロシアのホラー短編集。背
筋がうすら寒くなる、おぞ
ましく恐ろしい８つのお話
が収録されています。

【心肺蘇生法について】
●日時　7 月 4 日（火）

午前 10 時 30 分
●講師　田村消防署 救急救命士
●申込　7 月 1 日（土）までに、
　　　　来所または電話でお申し込
　　　　みください。

ひまわりひろば
●日時　7 月 5・12・19 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  5 日…提灯作り
　　　　12 日…夏祭り

19 日…誕生会・魚釣り遊び
その他、歌遊び・手遊び
絵本の読み聞かせなど

●対象　０歳～６歳児

育 児 講 座
【歯のケアについて】

●日時　7 月 26 日（水）
午前 10 時 30 分

●講師　歯科衛生士、市保健師
●申込　7 月 24 日（月）までに、
　　　　来所または電話でお申し込
　　　　みください。

「ひまわりひろば」から
5 月 24 日のひまわりひろばは、みんなで児童公園に行って、シ
ャボン玉遊びをしました。また、竹とんぼを飛ばしたり、固定遊
具で遊んだりと楽しい時間を過ごしました。児童館でも遊び、こ
こを初めて訪れた方は「また来たいです」と話していました。ひ
まわりひろば、育児講座ともに、0 歳～ 6 歳までのお子さんが
いる方は、どなたでも参加できます。お気軽においでください。

* funehiki-c@city.tamura.lg.jp　(82-0690（ FAX 兼用）船引児童館子ども

8 月の各種相談会相談

特設人権相談
1（火）船引公民館
4（金）常葉行政局
16（水）大越行政局
※いずれも午前 10 時～午後 3 時
人権に関する相談（家族、近隣関係、
学校・職場の問題など）をお気軽にご
相談ください。相談は無料で、秘密は
固く守られます。
問福島地方法務局 郡山支局
(024-962-4500

1（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

行政相談と人権相談を合同開催します

行政相談は、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政機関や特殊法
人等の仕事について、意見・要望などを受け付け、その解決を促進するよう
お手伝いするものです。
下記の日程で相談所を開設しますので、お気軽にご相談ください。

●相談委員
　横田弥一郎 氏（船引町）(82-2003
　渡辺みちえ 氏（都路町）(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

【夏のこわ～いおはなし会を開催します】

図書館本館では、小学生以上を対象に灯籠流しの
いわれと、ちょっぴり涼しくなるような怖い話の
おはなし会を開催いたします。怖い話が苦手な子
は気をつけて！！
●日時　8 月 19 日（土）　午前 10 時（40 分程度）
●対象　小学生以上
●内容　絵本の読み聞かせ、素語りなど
●参加費　無料

●日時　8 月 1 日（火）　午前 10 時～正午
●対象　小学 5 年生～中学 3 年生
●内容　矢じり、石器や土器などの発掘品を実際に見て
　　　　使って調べるワークショップです。
●受講料　無料
●定員　12 名（先着順）
●申込期限　7 月 20 日（木）まで

【夏休み調べ方ワークショップ】
図書館本館では、田村地域から出土した、石器や土器、矢じ
りなどを実際に見て使って調べる、子ども向けのワークシ
ョップを行います。夏休みの自由研究にいかがでしょうか？

≪ 共通事項 ≫
問・申図書館（本館）(82-1001　 FAX 82-1291


