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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

ベイジル
ねずみの国のシャーロック・ホームズ

イブ・タイタス／作
ポール・ガルドン／絵

晴海耕平／訳
児童向け

人間のシャーロック・ホー
ムズを師とあおぎ、思いや
りの心を持つねずみの名探
偵ベイジルが、推理と勇気
と機転で双子の姉妹ねずみ
の誘拐事件に挑みます。

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 10 月の休館日
2・9・16・23・30 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

10月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
11（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
25（水）

常葉 18（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

13歳からのマナーのきほん50
あたりまえだけど大切なこと

アントラム栢木利美／著

児童向け
日々、少しだけ気をつけれ
ば本当に素敵な人になれる
マナーの基本がとても読み
やすく書かれています。大
人でも覚えておきたい内容
です。

包みと袋のおりがみ
手紙やお礼を入れる・包む、

便利な折り方 76 点

布施知子／著

一般向け
お手紙や心遣いを添えると
き、手作りのおりがみは気
持ちもそのまま包んで届け
てくれるはず。76 点の包
みと袋の折り方が分かりや
すく紹介されています。

世界がもし100人の村だったら お金編
たった 1 人の大金持ちと
50 人の貧しい村人たち

池田香代子／作
C. ダグラス・ラミス／対訳

一般向け
たった 15 年の間に世界は
大きく変わりました。現在
の 100 人の村をお金の動き
を主題に描かれています。
世界を知るため考えるため、
親子で読みたい一冊です。

船引児童館 *funehiki-c@city.tamura.lg.jp　

このゆびとまれ
●日時　9 月 30 日（土）午前 10 時
●内容　ゲートボール
　　　　福島県ゲートボール協会の方の指導
　　　　によりゲートボールの楽しさを教え
　　　　てくれます。練習を重ねると大会に
　　　　出ることも可能です。
●対象　小学生
　　　　練習を重ねグループで大会に
　　　　参加してみませんか？

子ども (82-0690（ FAX 兼用）

文化 文化センター 10月の行事予定 休館日
2・10・16・23・30 日 *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-5530

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

1（日） 第 63 回田村市船引地区文化祭行事
「秋の芸能まつり」   9:30 無料 秋の芸能まつり実行委員会

（事務局：船引公民館 )(82-1133

8（日） ～ひろがれ！ゆめ・あい・げんき～
おはなしフェスタ 13:00 無料 田村市図書館本館(82-1001

12（木） 第 13 回田村市老人クラブ連合会　
芸能発表会 13:30 無料 田村市老人クラブ連合会

（田村市社会福祉協議会）(81-2166

15（日） 福島県立田村高等学校
吹奏楽部第 42 回定期演奏会 14:00 200 円

小学生以下無料 福島県立田村高等学校(62-2185

18（水） 平成 29 年度田村市
幼稚園・保育所人形劇観賞会   9:30 市内幼稚園・保育所の

4・5 歳児 教育部学校教育課(81-1214

19（木） 第 68 回福島県女性大会 10:00 無料  福島県婦人団体連合会
(024-526-4355（午前9時～午後4時）

22（日） 歌楽音家夢工房
第 2 回カラオケ大会＆発表会   9:30 無料  歌楽音家夢工房 石井

 (090-3646-1176

育児講座
●日時　9 月 15 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
●対象　０歳～６歳児
●申込　13 日（水）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　9 月 6・13・20・27 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  6 日…小麦粉粘土遊び
　　　　13 日…敬老の日のプレゼント作り

20 日…リズム遊び
27 日…お散歩、誕生日会
その他、親子遊び、手遊び、体操
絵本の読み聞かせなど

●対象　０歳～６歳児
7 月 19 日のひまわりひろばでは、
魚釣り遊びをしました。自分で作
った魚やいろんな種類の魚がいっ
ぱい釣れました。

ひまわりひろばから

４月に植えたジャガイモを
７月 22 日に収穫しました。
長いイモや丸いイモがたくさ
ん出てきて、大喜びでした。
暑くて短時間でしたがバケツ４
個分のイモに満足していました。

「このゆびとまれ」から

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 9月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 24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

味噌タンメン（500円）

船引総合福祉センター
9 月のおすすめメニュー

暑い日差しの中にも時折、涼しい風が
吹き抜ける季節になりました。９月の
おすすめメニューは、野菜がたっぷり
入った「味噌タンメン」です。「憩い
と安らぎの場」船引総合福祉センター
で、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（15 名以上でお一人
　1,000円を超える料理を予約の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

10月10日（火）船引公民館
10月12日（木）都路公民館
※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

10月17日（火）
滝根行政局
午後 1 時 30 分
　～ 3 時 30 分

行政相談

●相談委員
　松山秀明 氏（滝根町）
　(78-3532
　渡辺みちえ 氏（都路町）
　(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

各 

種 

相 

談

9 月 13 日（水）市役所 本庁舎
午後 1 時～ 4 時

多重債務無料法律相談

●申込方法　　
　完全予約制です。9 月 11 日（月）
　までにお申し込みください。
問市民部 生活環境課(81-2272

借金でお悩みのかたを対象に、県弁
護士会所属の弁護士が無料で法律相
談を行います。

　　　特設人権相談

ともだちつくろう
●日時　9 月 12 日（火）
　　　  午前 10 時 30 分
●内容　歌、リズム遊び
　　　　ペットボトル遊び、その他
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者

おはなしの広場～夏の巻～
図書館本館では 7 月 22 日（土）、船引地区の小学校３年生以
下を対象に「おはなしの広場～夏の巻～」を行いました。
読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟のみなさんに
よる、夏にちなんだ絵本の読み聞かせや、クラフト教室では飛
び出すカエルとヘビを作りました。みんなとっても上手にでき
ました！
クラフト教室と合わせたおはなしの広場は夏と冬に年２回開催
しております。詳しくは田村市図書館までお問い合わせくださ
い。
問・申図書館本館(82-1001

カエルとヘビが…

飛び出した！


