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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 3 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 3月の行事予定 休館日 5・12・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

  4（日） 新・純邦楽ユニット
"WASABI" LIVE2018 16:00

全席指定
一般前売り 2,500 円
一般当日券 3,000 円
中学生以下 500 円

文化センター(82-5030

10（土） 雅流・大美 20 周年チャリティショー 12:00 1,000 円 雅流雅秀嘩舞踊会(82-2574

18（日） はしもと音楽教室発表会 13:00 無料 はしもと音楽教室
橋本美加(090-1063-7893

25（日） 大内音楽教室 2018
Music Concert 13:00 無料 大内音楽教室 

大内翠(090-9740-2538

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 2月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 25 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。 
木の中の魚

リンダ・マラリー・ハント／著
中井はるの／訳

児童向け
難読症の少女アリーは勉強
にも友達にもついて行けず
すっかり自信を失っていた
が、新任のダニエルズ先生
がやって来てから日々は少
しずつ変化を始める。不可
能を可能にする 1 冊です。

「国境なき医師団」
を見に行く

いとうせいこう／著

一般向け
国境なき医師団というと、
耳にしたことはあるけれ
ど、どこで何をしているの
か分からない人も多いは
ず。募金箱に入れたあのお
金はこんなところで今日も
命を救うために使われてい
ます。

イヤな気分をパッと手放す
「自分思想」のすすめ

玉川真理／著

一般向け
落ち込んだり自己否定的に
なったり、辛い気持ちにな
ることは誰しもあります。
そして辛い気持ちになるこ
とは人生で何度もあります。
そんなイヤな気分とうまく
付き合っていく方法を紹介
しています。

3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

都路   7（水） おはなし会（都路こども園内） 15:30 ～（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

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

クレール・ズケリ・ローマ―／著

児童向け
分厚い紙にデコボコの丸や
直線、くねくねの線が蛍光
色で描かれています。手で
指で、触ったりなぞったり
叩いたり、赤ちゃんと一緒
に遊べる絵本です。

デコボコえほん
くねくね！

小さい子どものための手遊び絵本

「ひまわりひろば」 から

12 月 13 日に、「おたのしみ会」を
開催しました。ダンスや楽器遊び、
パネルシアターや劇遊びを楽しみ
ました。最後にサンタさんがやっ
てきてお話ししたり、プレゼント
をもらったりして、親子で楽しい
時間を過ごすことができました。

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

「このゆびとまれ」 より

12 月 16 日、船引地区の小学校３年生以下を対象に「おは
なしの広場～冬の巻～」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 " のみなさんによる冬にちなん
だ絵本の読み聞かせが行われました。クラフト教室ではくる
くる回して遊ぶ紙皿シアターを作りました。みんなとっても
上手にできました！

冬のおはなし
　 の広場

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　3 月 18 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

12 月９日（土）クリスマス会が開
かれました。子どもたちがクリスマ
スツリーを作っているとサンタさん
がやって来て、一人一人にプレゼン
トを手渡しました。子どもたちは

「thank you ！」と言って受け取り
ました。また縁日ごっこでは、ポッ
プコーンや自分で作るチョコフォン
デュ、綿あめが人気でした。

ひまわりひろば
●日時　2 月 7・14・21・28 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  7 日…手作りおもちゃ

14 日…新聞紙遊び
21 日…わらべうた、運動遊び
28 日…お雛様作り、誕生会

●その他　体操、手遊び
　　　　　絵本の読み聞かせ など
●対象　０歳～６歳児

育児講座
●日時　2 月 16 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 "
●申込　14 日（水）までに、来所
　　　　または電話でお申し込み
　　　　ください。

3 月の各種相談会相談

Advertisement広告欄

法律相談

７（水）田村市社会福祉協議会
午後 1 時～ 4 時

●定員　5 人（先着順）
●申込方法　2 月 28 日（水）までに、
　電話でお申し込みください。
●受付時間　午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　（土日、祝日を除く）
問・申

市社会福祉協議会 本所(81-2166

行政相談

13（火）滝根行政局
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

特設人権相談

６（火）船引公民館
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

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-2117) へ


