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ひまわりひろば
●日時　11 月 7・14・21 日（水）
　　　　17 日（土）

午前 10 時 30 分
●内容     7 日…七五三の袋作り
　　　　14 日…シーツ遊び

17 日…運動遊び
21 日…誕生会、クリスマス製作

●その他　季節の歌、体操、親子遊び
　　　　　手遊び など
●対象　０歳～６歳児と保護者
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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 12 月の休館日

3・10・17・24・29・30・31 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

各種相談会相談

●日時　12 月 4 日（火）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
●場所　船引公民館　２階　第２研修室
●相談委員
　横田 弥一郎 さん（船引町） (82-2003
　助川 富士子 さん（船引町）(82-1801
問総務部 総務課(81-2111

行政相談

人権に関する相談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。
●日時・場所
　・12 月 4 日（火）船引公民館
　・12 月 12 日（水）滝根公民館
●時間　午前 10 時～午後 3 時
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

特設人権相談

12月の行事予定

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

2（日） あぶくま混声合唱団
結成 25 周年記念コンサート 13:30 無料 あぶくま混声合唱団

橋本　(090-6250-0825

16（日） 第 24 回 わたなべ音楽教室発表会 10:00 無料 わたなべ音楽教室　(82-5909

22（土） 平成 30 年度
支えあいのココロ感謝祭 13:30 無料 田村市社会福祉協議会　(68-3434

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-553012 月の休館日
3・10・17・25・29・30・31 日

育児講座
●日時　11 月 9 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
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者
●申込　11 月 7 日（水）までに来
　　　　所または電話でお申し込み
　　　　ください。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 11月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 6日（火）・ 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

第 5 回たむらマルシェ
今年最後！

●開催日 11月 14日 ( 水 )
●受付　午前 11時～午後 1時
●場所　市役所北側駐車場脇スペース
●問い合わせ
　アグリ ・ クリエイターズ∞たむら
　やない (090-7077-0897

今、情報と想いを届ける

田村市
フェイスブック

消費者被害、遺言、相続などの法律
相談に、弁護士が応じます。
●日時　12 月 5 日（水）　
　　　　午後 1 時～ 4 時
●会場　田村市社会福祉協議会
　　　　（大越町上大越字古川 97）
●定員　5 人（完全予約制）
●申込方法　11 月 28 日（水）ま
　でに電話でお申し込みください。
問田村市社会福祉協議会
　(68-3434

法律相談会

障害や病気のある方のための「お仕
事相談会」を開催します。仕事や就
職活動の悩みを相談してみません
か？　申し込みは不要です。
●日時　11 月 22 日（木）
　　　　午後 1 時～午後 5 時
●場所　市役所　204 相談室
●対象　障害や病気のある方（障害
　者手帳の有無は問いません）、ご
　家族、障害者雇用を検討している
　企業の方 
問県中地域障害者就業・生活支援
　センター　(024-941-0570

障害や病気のある方の
ための「お仕事相談会」

12月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 7・21（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

本館 22（土） 冬のおはなしの広場 10:15 ～（1 時間程度）幼児～小学 3 年 おはなし会とクラフト教室

滝根 　2（日） クリスマスおはなし会
（滝根公民館内） 9:30 ～ 12:00 幼児～

小学低学年
絵本の読み聞かせ、クラフト教室、
簡単お菓子作り

大越 25（火） 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

都路 　6（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

都路 25（火） クリスマスきらきらおはなし会
（都路公民館内） 9:00 ～（30 分程度） 幼児～小学生 絵本の読み聞かせ、木工教室

常葉 19（水） おはなし会（文化の舘ときわ） 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

大越分館は、蔵書点検のため、12 月 4 日（火）から 8 日（土）まで休館します。
ご迷惑をおかけしますが、市内各館をご利用ください。

9 月 19 日、川沿いの散歩
と砂場遊びをしました。天
気が良く、トンボがたくさ
ん飛んでいる中、子どもた
ちはのびのびと楽しんでい
ました。

「ひまわりひろば」から

　必読、今月のオススメ。 
キリンの運びかた、

教えます
電車と病院も !?

岩貞 るみこ／著

児童向け
電車、大きな動物、さらに
は病院まで、世の中にはど
うやって運んでいるのか分
からないものがたくさんあ
ります。そういった「運ぶ」
を仕事にしているプロたち
に焦点を当てた、お仕事ド
キュメント小説です。

いろいろおしたく

えがしら みちこ／著

児童向け
朝になり目がさめたはな
ちゃん。出かける前の朝の
おしたく、なにをすればい
いんだっけ？ 朝の身支度に
ついてはなちゃんやねこさ
んと一緒に考えよう！ 親子
で一緒に読みながら楽しく
身支度について考える絵本
です。

  志麻さんの
何度でも食べたい

極上レシピ

志麻／著

一般向け
予約が取れない伝説の家政
婦としてテレビでも有名な
著者が、フランスの家庭料
理から、手間はかけずに時
間をかける定番レシピを紹
介しています。忙しい主婦
には必見の、今話題のレシ
ピ本。

最新シェアリングエコノミーが
よ～くわかる本

上妻 英夫／著

一般向け
激変するビジネス社会の中
で、ひときわ目を引いてい
るのは、シェアリングエコ
ノミーと言われるものです。
従来の経済構造とは全く異
なる新しいビジネスモデル
について、わかりやすく解
説しています。


