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各施設の催し・募集など各施設の催し・募集など

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 12 月の休館日
4・11・18・25・29 ～ 31 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

文化 文化センター 12月の行事予定 休館日 4・11・18
25・29・30・31 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

3（日） 凰フレンド舞踊会
チャリティー発表会 12:00 前売券 2,000 円

当日券 2,500 円
凰フレンド舞踊会
会主 凰寿光(77-3320

9（土） 平成 29 年度
田村市 PTA 連合会教育講演会 13:00 関係者 田村市 PTA 連合会

( 事務局：都路中学校 )(75-2009

10（日） はあもにいコンサート 13:00 無料 かとうピアノ教室
(090-7529-7210

17（日） 第 23 回
わたなべ音楽教室発表会 10:00 無料 わたなべ音楽教室

(82-5909

23（土） 平成 29 年度
支えあいのココロ感謝祭 13:30 無料 田村市社会福祉協議会

(81-2166

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 11月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 7日（火）・ 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

育児講座
●日時　11 月 6 日（月）

午前 10 時 30 分
●内容　わらべうた
●講師　中村 秀子 先生
●講師　0 歳～ 6 歳児
●申込　4 日（土）までに、来所
　　　　または電話でお申し込み
　　　　ください。

絵本の読み聞かせ

9 月 15 日は、どんぐりお話し会に
よる絵本の読み聞かせが行われまし
た。優しく、ゆったりした語り口で、
すう～っと心にしみていく様でした。
次回は 2 月に予定していますので、
お楽しみにしてください。

ひまわりひろば
●日時　11 月 1・8・15（水）
　　　　18 日（土）22 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  1 日…シーツ遊び
　　　　  8 日…七五三の袋作り

15 日…ふれあい遊び
18 日…運動遊び
22 日…誕生会、クリスマス製作
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

平成 29年度
福祉レクリエーション講習会

地域のサロン活動や、福祉施設で活用できる福祉レクリ
エーション講習会を開催します！
●日時
　第 1 回　11 月 25 日（土）
　　　　　午前 10 時～正午
　第 2 回　12 月 16 日（土）
　　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　第 3 回　平成 30 年 1 月 14 日（日）
　　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　船引公民館　●参加費　無料
●対象　高校生以上　●定員　各回 20 人程度
●講師
　特定非営利活動法人 福島県レクリエーション協会
　福祉レクリエーション・ワーカー
●申込締切　各回開催日の 2 週間前

災害時、みんなで協力して避難生活を乗り越えていくた
めにはどうしたら良いのでしょうか？避難生活を少しで
も良く、少しでも安心して過ごすためのノウハウを、平
時の今こそ学びませんか？どちらかの部だけの参加も可
能です。
●日時　11 月 23 日（木・祝）
　　　　午前 10 時～午後 3 時 30 分
●会場　田村市役所 多目的ホール

【第 1 部】　午前 10 時 30 分～ 12 時 30 分
「身近にあるものを使って、避難所ライフで役立つもの
を作ってみよう！」
☆講師　一般社団法人 コミュニティ・４・チルドレン
　　　　福祉・防災学習コーディネーター 菅原清香氏
☆小学生以上のお子様およびご家族　定員 30 人程度

【第 2 部】　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
「HUG（避難所運営ゲーム）訓練 みんなに、やさしい
避難所ライフを目指して」
☆講師　
　公益社団法人 日本青年会議所
　東北地区福島 ブロック協議会 副会長 髙木徳行氏ほか
☆災害時に向けた地域の支え合いの仕組みづくりを推進する方
　定員 40 人程度
●参加費　無料
●申込締切　11 月 10 日（金）

快適避難所ライフセミナー
～わたしたちができることを考えよう～

【共通事項】
●申込方法
　チラシ裏面の申込書に記入し、社会福祉協議会へ
　直接または FAX で提出。
　チラシは、田村市社協本所・支所、市役所・行政局、
　公民館に用意しています。
問・申田村市社会福祉協議会ボランティアセンター
　(81-2166　 FAX 81-2167

けんちんうどん
ポテトサラダ付き（500 円）

船引総合福祉センター
11 月のおすすめメニュー

11 月になり、日一日と寒さが増す季
節になりました。今月のおすすめメニ
ューは、寒い季節にピッタリの「けん
ちんうどん」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）

　必読、今月のオススメ。 
ごきげんぶーた

さとうめぐみ／著

児童向け
ごきげんぶーたは、今日は
特別ごきげんで、カスタ
ネットをならして森を跳ね
回ります。どうしてそんな
にごきげんなのでしょう？
カスタネットのタカタン♪
という音で楽しい気持ちに
なる絵本です。

まっしょうめん！

あさだりん／作
新井揚次郎／絵
児童向け

初めて剣道に触れる女の子
が同じ剣道教室に通う子ど
も達と共に、抱える思いや
友達、家族、自分に、真正
面から向き合っていく、さ
わやか剣道小説です。

げんさんとよーこさんの
山ごはん

げんさん＆蓮池陽子／著

一般向け
お弁当ではなく、山で作っ
て食べる山ごはん。なんと
いってもどれも簡単なのに
おいしそう！主菜からデ
ザートまで 85 のメニュー、
道具や小ワザも紹介してい
ます。

緑の窓口
樹木トラブル解決します

下村敦史／著

一般向け
とある区役所環境対策課に
新設された " 緑の窓口 " そ
こには様々な樹木に関する
相談が持ち込まれる。真面
目な窓口職員、天野優樹は、
たいへん変わり者の樹木医、
柊紅葉に出会った。

12月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
13（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

16（土） 冬のおはなしの広場 14:00 ～（40 分程度） 幼児～
小学 3 年生 おはなし会とクラフト教室

滝根 　3（日） おはなし会（滝根公民館内）   9:30 ～（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 25（月） おはなし会（大越公民館内） 10:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせなど

常葉 20（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

ゆったりしたひと時を
お過ごしください

読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟が大人を対象に
実施します。おはなしの世界に耳を傾け、ゆったりとした時間を
過ごしてみませんか？
●日時　11 月 26 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

≪大人のおはなし会を開催します≫

【年末年始の休館日のお知らせ】
●本館・各分館…12 月 29 日（金）～ 30 年 1 月 3 日（水）　※ お間違えのないようご注意ください。


