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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 8 月の休館日
6・13・20・27 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 7月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 22 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。 
たねのはなし

かしこくておしゃれでふしぎな、
ちいさないのち

ダイアナ・アストン／文
シルビア・ロング／絵

児童向け
様々な植物の種について、
その不思議さや賢さを温か
みのある写実的な絵で分か
りやすく描かれた科学絵本
です。

世界史とつなげて学べ
超日本史

茂木 誠／著

一般向け
日本史だけ、世界史だけで
は繋がらなかった本当の歴
史の理解が詰まった大人に
も子どもにも読んでほしい
1 冊です。

8月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 3・17（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 29（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 23（木） おはなし会（大越公民館内） 15:45 ～（30 分程度）乳幼児～小学生 絵本の読み聞かせ など

都路 　7（火） 夏のドキドキおはなし会
（都路公民館内） 10:00 ～（1 時間程度） 幼児～小学生 絵本の読み聞かせ、レモン電池作りなど

常葉 15（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　7 月 4・11・18 日 各水曜日

午前 10 時 30 分
●内容　  4 日…提灯作り
　　　　11 日…夏祭り

18 日…誕生会、魚釣り遊び
●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

とらのことらこ

きくちちき／著

児童向け
まだ小さい子どもの虎のと
らこは親虎といっしょに獲
物をつかまえる練習をしま
す。優しい絵と言葉でとら
このがんばる姿が描かれて
います。

5月30日のひまわりひろばは、
誕生会やシーツ遊びをしまし
た。かもつ列車の曲に合わせ
てシーツのトンネルを楽しそ
うにくぐる姿もありました♪

「ひまわりひろば」から

8月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

5（日） 平成 30 年度 
田村市少年の主張大会 14:00 一般・無料 田村市青少年健全育成市民会議

（事務局：生涯学習課）(81-1215
22（水） 田村地区中学校音楽祭   9:30 一般・無料 市文化センター　(82-5030

23（木） 田村地区小学校音楽祭   9:40 一般・無料 市文化センター　(82-5030

26（日） 船引地区子ども会育成会
親子レクリエーション大会 10:00 無料 船引地区子ども会育成会連絡協議会

（事務局：船引公民館）(82-1133
30（木） ゴスペラーズ橋ツアー 2018 18:30 一般・全席指定

4,700 円
市文化センター　(82-5030
ジーアイピー　　(022-222-9999

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-55308 月の休館日
6・13・20・27 日

8 月の各種相談会相談

行政相談

7（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

●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

7（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

 22（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

超 AI 時代の生存戦略
シンギュラリティに
備える 34 のリスト

落合 陽一／著

一般向け
働き方、価値観、人間性に
至るまで、変化の過渡期の
ただ中にいる私たちがこれ
からどう生きていくかにつ
いて説いています。

育児講座

たむら市政だより 6 月号の 24 ページ
に掲載しました「文化センター 7 月の
行事予定」に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
誤：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
正：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 華の舞

【お詫びと訂正】

●日時　7 月 25 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　歯のケア
●講師　歯科衛生士、市保健師
●参加費　無料
●申込　7 月 23 日（月）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

夏休み調べ方ワークショップ

田村地域から出土した、石器や土器、矢じりなどを実
際に見て使って調べる、子ども向けのワークショップ
を行います。
夏休みの自由研究にいかがでしょうか？
●日時　８月１日（水）10 時～正午
●会場　田村市図書館
●対象　小学５年～中学３年生
●定員　12 人（先着順）
●受講料　無料
●申込期限　7 月 20 日（金）

夏の怖いおはなし会
小学生以上を対象に灯籠流しのいわれと、ちょっぴり
涼しくなるような怖い話のおはなし会を開催します。
怖い話が苦手な子は気をつけて !!
●日時　8 月 18 日（土）
　　　　10 時 15 分～（40 分程度）
●会場　市図書館本館
●対象　小学生以上
●参加費　無料

常葉分館休館日のお知らせ
常葉分館では、8 月 6 日（月）から 15 日（水）まで蔵
書点検のため休館します。
ご迷惑をおかけしますが、市内各館をご利用ください。

≪共通事項≫
問・申市図書館本館
(82-1001 FAX 82-1291

地域の伝承や昔話を語り継ぐ若い語り手を育成しま
す。あなたもこども語り手になってみませんか？
●開講場所　市図書館本館、分館
●対象　市内小学 3 年生～中学 3 年生
●定員　10 人程度
●受講料　無料
●内容
　全４回程度の講座を受講し、
　田村市に伝わる伝承の語りを習得します。
●申込期限　7 月 15 日（日）

「むかしばなしを語ろう」
こども語り手養成講座

●日時　9 月 30 日（日）午後 1 時 30 分開演（午後 0 時 45 分開場）
●演題　「六平流、人生論。」　　●講師　六平直政さん
●会場　市文化センター　　　
●入場料　無料（要入場整理券）
　※入場整理券は、7 月 18 日（水）より、市民の方に先行配付します。
　　市外で聴講を希望される方は、
　　8 月 1 日（水）より配付します。
　　お求めの方は、市社会福祉協議会本所
　　および各支所へお越しください。
　　（一人２枚まで）
問市社会福祉協議会 地域福祉係
　(68-3434

市社会福祉協議会 福祉文化講演会


