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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 4 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

文化 文化センター 4月の行事予定 休館日 2・9・16・23 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 43 回石井ピアノ教室発表会 13:00 無料 石井ピアノ教室(86-2002

8（日） 第 4 回桜まつり歌謡祭 10:00 無料
※要整理券

たむらカラオケ愛好会
（カラオケはちまん）(82-0336

29（日） 平成 30 年度
ふねひき春のうたまつり   9:30 一般 500 円 船引町民謡民踊の会連絡協議会

（事務局：船引公民館）(82-1133

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 3 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。 
珍獣ドクターのドタバタ診察日記

動物の命に「まった」なし！

田向健一／著
児童向け

毎日いろんな動物がやって
くる動物病院。犬や猫、カ
メ…アリクイ！？見たこと
もない動物が来てもみんな
同じ命。ドクターは真剣に
その命に向き合います。生
きものの生死について考え
る 1 冊です。

小説　河野広中
自由民権運動に命を懸けた

男の物語

髙橋秀紀／著
一般向け

田村地域ゆかりの河野広中
について地元在住の作者が
書いた時代小説です。広中
の人物像や自由民権運動の
中で起こる事件など着実に
変化する激烈な時代が熱く
描かれています。

土・作物を変える不思議パワー
炭 とことん活用読本

農文協／編
一般向け

肥料の吸着、微生物の住処
になる等など…炭には農作
をするうえで役立つさまざ
まな力が秘められています。
炭作りや、農の技術への活
用方法等が詳しく紹介され
ています。

4月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
13（金） 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（土） 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 25（水） 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 11（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 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

荒井真紀／著
児童向け

春にかわいい花を咲かせる
チューリップ。秋に植えた
球根は土の中でどのように
春を迎えるのでしょうか。
秋から春にかけての動植物
が精密に描かれた科学絵本
です。

チューリップ

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

4 月の各種相談会相談

行政相談

17（火）都路行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

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

特設人権相談

3（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

 11（水）滝根公民館
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

市国際交流協会 各教室参加者募集

●参加費　市国際交流協会会員…3,500 円
　　　　　一般…6,000 円
※英会話教室は別途テキスト代が必要です。
●申込方法
　3 月 20 日（火）までに、電話・FAX・メールのい
　ずれかで、①希望教室②氏名③住所④電話番号
　を明記のうえ、お申し込みください。
●その他
　①成人の方が対象です。
　②申込者が定員を超えた時点で募集を締め切ります。
　③英会話教室の初・中上級コースの両方に申し込
　　むことはできませんが、英会話教室とゴスペル
　　教室の同時申し込みは可能です。
　④教室への途中からの参加はできませんので、お
　　早めにお申し込みください。
　⑤日程と会場の詳細は、申込者へお知らせします。
問・申市国際交流協会事務局
　　　（総務部 協働まちづくり課内）
　　　(81-2135　 FAX 81-2522
　　　*machizukuri@city.tamura.lg.jp

≪ 共通事項 ≫

●日時　4 月～ 7 月の第 2・4 木曜日（月 2 回、全 8 回）
　　　　午後 7 時～ 8 時 30 分
●会場　市文化センター リハーサル室ほか
●対象　ゴスペルに興味のある方
　　　　※英語でゴスペルを歌います。
●定員　40 人　　
●講師　英語指導助手 2 人

★ゴスペル教室★

★英会話教室（初級・中上級）★
●日時　4 月～ 7 月（月 2 回、全 8 回）
　　　　午後 7 時～ 8 時 30 分
　　　　☆初級……第 1・3 月曜日
　　　　☆中上級…第 2・4 月曜日
●会場　船引公民館 研修室ほか
●対象　☆初級……簡単な日常会話から学びたい方
　　　　☆中上級…英語力、英会話力をさらに伸ばしたい方
●定員　各教室 20 人　　
●講師　英語指導助手（各教室 1 人）

毎年 12 月開催のパーティーのほか、各種事業を行っておりま
す。入会を希望する方はお気軽にお問い合わせください。
●協会年会費　個人会員…2,000 円 　家族会員…3,000 円 
　　　　　　　学生会員…無料

★田村市国際交流協会への入会案内 ★

「育児講座」 から

1 月 22 日に、千葉美和さんを
講師におむかえして「親子で３
Ｂ体操をしよう」を開催しまし
た。体をたくさん動かしなが
ら、親子の触れ合いを楽しん
でいました。

よいしょっ！
よいしょっ！

4 月からひだまりおはなし会の開催日時が変わります

●日時　毎月第 1・3 金曜日
　　　　10 時 30 分から（15 分程度）
●場所　図書館本館 ２階 おはなしの部屋
●対象　乳幼児とその保護者
●内容　絵本の読み聞かせ、手遊びなど

図書館本館では、読み聞かせボランティアおはなし会 " どんぐり " さん
と、毎月２回赤ちゃん向けのおはなし会「ひだまりおはなし会」を開い
ています。４月からは下記のとおり開催日時が変わりますので、ご注意
ください。

ひまわりひろば
●日時　3 月 7・14 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  7 日…リズム遊び
　　　　　　　 誕生会

14 日…おめでとう会
●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

●日時　3 月 17 日（土）
午前 10 時

●内容　風船で遊ぼう
　　　　風船を使って、動物や花など
　　　　を作ります。
●対象　どなたでも参加できます。
　　　　※幼児の方は保護者同伴で
　　　　　参加してください。

このゆびとまれ

バルーンアート
楽しい 簡単 


