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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 5 月の休館日
7・14・21・28 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 4月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 29 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。 
なにから

できているでしょーか？

大森裕子／著
児童向け

お料理の完成した姿の次の
ページには、そのお料理を
作っている材料がずらりと
並んで驚きや発見のある食
育絵本です。いつものごは
んがもっと楽しくなりそ
う！

NHK スペシャル　人体
～神秘の巨大ネットワーク～１

NHK スペシャル
「人体」取材班／編

一般向け
人体という巨大なネット
ワークの中で臓器同士は常
に情報交換をして私たちの
身体を動かしています。医
学の分野で起きている大転
換に迫る NHK スペシャル
をまとめたシリーズの第１
巻です。

作るのラクチン、子ども喜ぶ！
働くママの時短ごはん

武藤裕子／著
一般向け

働くママは大忙し！でも子
ども達には美味しくごはん
を食べてほしい…。そんな
お悩みに応える、" 頑張らな
い " レシピとアイデアが詰
まった１冊です。

5月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 18（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

滝根 30（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 　9（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 16（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

5 月の各種相談会相談

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

行政相談

15（火）常葉行政局
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
　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

7（月）船引公民館　午前 10 時～午後 3 時

   9（水）都路公民館　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

一人で悩まず、
まずはご相談を！

図書館では小学生を対象に春のおはなし会を開催
します。桜が咲いた図書館にぜひお越しください。
●日　時　4 月 28 日（土）
　　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分頃
●場　所　図書館本館
●対　象　小学生程度
●その他　参加無料・申込不要

おはなしの広場～春の巻～

育児講座
●日時　4 月 27 日（金）

午前 10 時 30 分
●内容　親子でリズム体操
●講師　郡司泰子さん
●申込　4 月 25 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　4 月 11・18・25 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　11 日…手形・足型製作

18 日…わらべ歌
25 日…誕生会
　　　 こいのぼり製作

●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

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-5530

5月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

27（日） 大衆舞踊踏池流 第 6 回松竹舞踊会 
2018 チャリティー発表会   12:00 前売券 2,000 円

当日券 2,500 円
大衆舞踊踏池流松竹舞踊会
家元 踏池 佳寿緒 (82-6161

●日時　4 月 10 日（火）
午前 10 時

●内容　入会式および親子製作
※ 30 年度も月２回リスちゃんクラブ
　が始まります。

リスちゃんクラブ \ 1 年間楽しく遊ぼう /

オレ、カエルやめるや

デウ・ペティ／文
小林賢太郎／訳
児童向け

カエルをやめて他の動物に
なりたいとカエルの子が言
います。お父さんがなれな
いよと教えても諦められま
せん。そこに黒い大きな動
物がやって来て…？ユーモ
アたっぷりの楽しい絵本で
す。

たむら市政だより広告（有料）募集中
●掲載位置　　表紙・裏表紙を除く各ページの最下段
●申込方法　　所定の申込書に広告原稿を添えて提出
●規格　　　　１号広告…縦 45.5 ㎜×横 170mm
　　　　　　　２号広告…縦 45.5 ㎜×横 82.5mm
●広告料　　　１号広告…２０, ０００円（１回）
　　　　　　　２号広告…１０, ０００円（１回）
●締め切り　　各号発行日（毎月１日）の２０日前まで
●その他　　　詳しくは、 総務部 総務課(81-2117 へ

Advertisement広告欄

2 月 21 日の「ひまわりひろば」は、
50 名の親子が参加し、運動遊びを
行いました。♪いっぴきチュウ♪で
は、みんなで手をつないで近づいて
は離れる動きを、とても楽しみまし
た。それからトンネルやフラフープ
などを使って、遊びました。

「ひまわりひろば」から

船引町民謡民舞の会連絡協議会による民謡・舞踊などの発表を行います。
●日時　4 月 29 日（日・祝日）午前 9 時 30 分（開会）
●場所　市文化センター
●入場整理券　前売券　大人 500 円　子ども 300 円
　　　　　　　　当日券　大人 600 円　子ども 300 円
　※前売券は、船引公民館で販売します。無くなり次第終了します。
問船引町民謡民舞の会連絡協議会　事務局：船引公民館 (82-1133

ふねひき春のうたまつり
ｰお詫びと訂正ｰ

3 月号 25 ページに掲載しましたひだ
まりおはなし会の日程に誤りがあり
ました。訂正してお詫びいたします。
誤：4 月 13 日（金）、28 日（金）
正：4 月 6 日（金）、20 日（金）

5 月の休館日
7・14・21・28 日


