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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 7 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

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 6月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 24 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。 
それでもがんばる！

どんまいなペンギン図鑑

渡辺佑基／監修

児童向け
不思議なペンギンの生態を、
種類ごとに分かりやすく解
説しています。面白くてか
わいいイラスト付きで大人
も子どもも楽しめる 1 冊で
す。

図解
マインドフルネス瞑想が

よくわかる本

有光興記／監修

一般向け
「気づく」という心の機能に
特化し何事も正しく認識で
きる状態をマインドフルネ
スと言います。近年、精神
医学やビジネスの分野でも
注目される瞑想の方法を解
説しています。

7 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 6・20（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 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

大越 26（木） 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 18（水） おはなし会（文化の舘） 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

子ども

ひまわりひろば
●日時　6 月 6・13・20（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  6 日…父の日のプレゼント製作
　　　　13 日…陸上競技場で遊ぼう

20 日…誕生会、七夕飾り製作
●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

たぬきの花よめ道中

最上一平／作
町田尚子／絵
児童向け

どんなところだって、愛が
あれば大丈夫！山に住むた
ぬきが都会のたぬきの村に
お嫁に行くまでの珍道中。
人間に化けて初めて見る都
会を歩きます。 ４ 月 27 日 の 育 児 講 座

「親子でリズム体操」は
34 人の親子が参加して、
ふれあい遊びやリズム遊
び、リレーごっこなどで、
いっぱい体を動かし、親
子で楽しい時間を過ごし
ました。

「育児講座」から

7 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

8（日）
新日本舞踊松栄流すみれ会
愛のチャリティーショー
第 25 回記念 夏 SUNSUN 花の舞

12:20 前売券 2,000 円
（当日券 2,500 円） 松栄流すみれ会事務局　(82-2854

14（土） 第 12 回あこると音楽教室
ピアノ発表会 13:00 無料 あこると音楽教室　

(090-6255-9748

15（日） 日本民謡の祭典 2018
（福島県民謡王座決定戦） 10:00 無料

（会員券が必要） 佃 光堂　(77-3688

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-55307 月の休館日
2・9・17・23・30 日

7 月の各種相談会相談

多重債務無料法律相談

11（水）市役所
午後 1 時～ 4 時

借金でお悩みの方を対象に、県弁
護士会所属の弁護士が無料で法律
相談を行います。
●申込方法
　完全予約制です。
　7 月 6 日（金）までにお申し込み
　ください。
問・申市民部 生活環境課
　　　(81-2272

行政相談

17（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

3（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

 13（金）常葉行政局
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

臨時休館のお知らせ
●休館日
　６月 25 日（月）～ 27 日（水）
　※ボイラーおよび機械設備などの
　　定期点検・整備作業のため、休館となります。

船引総合福祉センター　　(82-0600（ FAX 兼用）福祉 老人憩の家 針湯荘　　(78-2010（ FAX 兼用）憩い

●休館日
　6 月 21 日（木）
　※館内設備点検のため、休館となります。

臨時休館のお知らせ

駒子さんは出世なんて
したくなかった

碧野圭／著

一般向け
水上駒子は専業主夫の夫と
高校生の息子を持つ出版社
管理課課長の 42 歳。そん
な彼女にある日、昇進辞令
が下る。働く全ての人に読
んで欲しいお仕事小説で
す。

パパとあそぼう
●日時　6 月 16 日（土）

午前 10 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、製作
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

育児講座

●日時　6 月 11 日（月）
午前 10 時 30 分

●対象　0 歳～ 6 歳の保護者
●講師　千葉 美和さん
●参加費　無料
●申込　6 月 8 日（金）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

【親子で３B体操】 【小児科の先生のおはなし】
●日時　6 月 27 日（水）

午後 2 時
●対象　0 歳～ 6 歳の保護者
●講師　東部台こどもクリニック
　　　　院長 佐藤 守弘さん
●参加費　無料
●申込　6 月 25 日（月）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟による大人
を対象にしたおはなし会です。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　７月１日（日）●場所　図書館 （本館）
●対象　18 歳以上　　●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めざせ！図書館子ども司書
本が好きな方、図書館が好きな方、図書館の仕事に
興味がある方、図書館子ども司書になってみませんか？
●会場　図書館（本館）
●内容　図書館子ども司書になるための講座を全
　　　　10 回行います。本の分類、書棚の整理、
　　　　おはなし会の実施運営、貸出返却、本の
　　　　修理など、図書館の仕事を体験してもらい、
　　　　全講座終了時には図書館子ども司書認定証
　　　　を授与します。
●対象　市内の小学 4 年生～中学 3 年生
●定員　10 人　
　※定員を超えた場合は、抽選になります。
●受講料　無料
●募集期限　７月８日（日）　　

7 月から図書館市内各分館の休館日は毎週月曜日となり
ます。お間違えのないようご注意ください。
開館時間は以下の通りです。
●開館時間
　平　　日　午前 10 時～午後 7 時
　土日祝日　午前 10 時～午後 5 時

分館の休館日・開館時間が変わります


