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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 2 月の休館日
5・12・19・26 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 2月の行事予定 休館日 5・13・19・26 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

11（日） 今ここに生きる ～田村の絆～ 12:00 無料 大越町鬼五郎幡五郎和太鼓保存会
石井(090-6225-6114

15（木） 平成 29 年度
田村市教育実践報告会 14:00 無料 市教育委員会

教育部 学校教育課(81-1214

20（火） 平成 29 年度
デュアル実習成果発表会 13:30 無料 福島県立船引高等学校 教務部

(82-1511

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 1月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 9日（火）・28 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

　必読、今月のオススメ。 
10 歳の質問箱

なやみちゃんと55人の大人たち

日本ペンクラブ「子どもの本」委員会／編
鈴木のりたけ／絵
児童向け

悩み事があっても、周りの
大人に質問できないことも
たくさんあります。子ども
たちの悩みにさまざまな職
種の大人が答えます。続編
も刊行され、2 冊合わせて
読みたいシリーズです。

行動経済学の逆襲

リチャード・セイラー／著
遠藤真美／訳
一般向け

使う予定もないのにセール
商品を買ったなど、生活の
中にはなぜそうしてしまっ
たのか分からない買い物や
投資がたくさんあります。
私たちは何にお金を払った
のか。読めばそれが分かる
かも？

定年後
50 歳からの生き方、終わり方

楠木新／著

一般向け
一部の職種を除けば、誰に
でもやってくる定年後。お
金や健康だけでは生きられ
ない。社会との繋がりを失
わず、いい顔で生きるには
どうすれば良いかを模索し
た 1 冊です。

2月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
14（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

28（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 24（土） 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  1（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 21（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

【滝根分館の休館日のお知らせ】
図書館滝根分館では、2 月 5 日（月）から 9 日（金）まで蔵書点検のため休館いたします。
ご迷惑をおかけしますが、市内各館をご利用ください。

たかおゆうこ／著

児童向け
くるみの中には何がある？
そっと揺らしてみよう…。
硬いくるみの殻の中に暖か
い想像の世界が広がりま
す。くるみの中の小さくて
大きな世界が優しいタッチ
で描かれています。

くるみのなかには

(82-0039　 FAX 82-5678総合体育館（たむらクロスカントリー大会実行委員会）体育

(82-1133船引公民館セミ
ナー

特設人権相談
2（金）常葉行政局
6（火）船引公民館
21（水）大越行政局
※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

13（火）
大越行政局
午後 1 時 30 分
～午後 3 時 30 分

●相談委員
　助川富士子 氏（船引町）(82-1801
　渡辺みちえ 氏（都路町）(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

行政相談

2 月の各種相談会相談

「ひまわりひろば」 から

11 月１日の「ひまわりひろば」に
は、41 名の親子が参加し、シーツ
遊びをしました。風をうけながら
シーツをくぐってとても楽しそう
でした。

●日時　3 月 18 日（日）雨天決行
　　　　【受付】 午前 7 時 30 分～ 8 時 30 分
　　　　【競技】 午前 9 時 45 分
●会場　・田村市運動公園クロスカントリーコース
　　　　・田村市陸上競技場（スタート・ゴール）
●部門　小学 5 年生男女　1.8 ｋｍ
　　　　一般男子 B　6.8 ｋｍなど（全 11 部門）
●参加料　小・中学生 800 円
　　　　　高校生 1,000 円
　　　　　一般 2,000 円
●申込方法
　２月６日（火）までに市役所、各公民館、各出張所に備え
　付けの申込用紙にご記入のうえ、お申し込みください。
　また、たむらクロスカントリー大会エントリー・サイト
　からも申し込みができます。
　【エントリー・サイト】https://moshicom.com/130671/

第３回たむらクロスカントリー大会出場者募集

「ふくしま駅伝」にむけての強化を目的として、
クロカントレーニングを実施します。
田村市在住の方はどなたでも参加可能です。
●日時　毎週日曜日
　　　　午前 10 時～午前 11 時 30 分
　　　　※現地集合、現地解散となります。
●会場　田村市クロスカントリーコース
●参加料　無料

クロカントレーニング参加者募集

一緒に走ろう！

育児講座
●日時　1 月 22 日（月）

午前 10 時 30 分
●内容　親子で 3B 体操
●講師　千葉 美和 先生
●申込　19 日（金）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　1 月 10・17・24・31（水）

午前 10 時 30 分
●内容　10 日…お正月のおもちゃ作り

17 日…昔の遊び、団子づくり
24 日…誕生会、折り紙
31 日…節分製作

●その他　季節の歌、親子遊び、手遊び
　　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

●日時・内容
 【第１回】
　1 月 24 日（水）　午後 1 時 30 分
　「暮らしとお金～お金取り巻く環境の変化を見据えて～」
 【第２回】
　2 月 9 日（金）　  午後１時 30 分
　「分散投資とは～地域分散・時間分散の考え方～」
 【第３回】
　2 月 14 日（水）　午後１時 30 分
　「今後の経済・投資環境
　　～お金の置き場所を考えてみませんか～」
　　　　　　　　　　　　（全 3 回予定　15 時終了予定）

●会場　船引公民館　ホール
●講師　
　野村證券株式会社 投資情報部 生涯学習開発課 臼杵 肇 さん
　ファイナンシャルアドバイザー課 課長 上村 一成 さん
●定員　30 人程度
　　　　※先着順・予約制
●参加費　無料
●申込方法
　船引公民館窓口または電話でお申し込みください。
※興味のある回のみの参加も可能です。

金融経済は大切とはわかっているけど関心が低くないですか？  自らが判断し選択するためには基本知識が欠かせません。
難しい話ではありません。受講料は無料ですのでお気軽にお申し込みください！

お金のはなし・金融基礎セミナー


