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*kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　12 月 11・18 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　11 日…誕生会　クリスマス製作
18 日…クリスマス会
その他　歌、体操、手遊び、

絵本の読み聞かせ など
●対象　０～６歳児と保護者

ひまわりひろば

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 12月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 10日（火）・ 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

●日時　12 月 3・10・17 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、手遊び、体操、絵本
の読み聞かせなど

●対象　０～６歳児と保護者
子育て相談コーナーもあります。
遊びの教室以外でも自由にご利

用いただけます。

遊びの教室

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 1 月の休館日　6・13・20・27 日
年末年始の休館　12月29日～1月3日

1月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 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）   9:30 ～（20 分程度） 乳幼児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など
都路 　8（水） おはなし会（都路こども園児童館部） 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 15（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

必読、今月のオススメ。

塩谷京子 / 監修

児童向け
10 分で読める偉人の伝記
がたくさん収録されたシ
リーズです。それぞれの巻
で、１年生から６年生まで
の学年に合わせた内容に
なっています。初めての歴
史読書にお勧めです。

内田麟太郎 / 文 
山村浩二 / 絵
児童向け

オオカミに追われた馬が逃
げた先々でいろいろな「か
ける」をします。言葉遊び
が楽しい、声に出して読み
たい絵本です。

瀬戸内寂聴

一般向け
実際に寄せられた 10 代の
若者とその親からのお悩み
に作者が答えた言葉を収録
した１冊です。語り口は優
しいですが、様々な悩みに
全てきっぱりと答えていま
す。

中山七里

一般向け
検察庁の研修の一環で、取
り調べに立ち会った天生高
春と岬洋介。不動の証拠の
存在により取り調べは終わ
ろうとしていたが…？ピア
ニスト達のミステリー小説
です。

よみとく 10 分
10 分で読める伝記

　１年生～６年生
うまはかける 97 歳の悩み相談

17 歳の特別教室 もういちどベートヴェン

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

1月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

12（日） 令和２年　田村市成人式 10:00 成人者とその関係者 市教育委員会 生涯学習課(81-1215

22（水） 親と子の交通安全ミュージカル
魔法園児「マモルワタル」 10:30 田村地区の

幼稚園・保育所の年長児
JA 福島さくら
たむら地区本部共済課(82-6181

26（日） 第 15 回 たむらバンドフェスティバル 13:00 無料 たむらバンドフェスティバル実行委員会
（事務局：船引中学校）(82-0102

ファミリーサポート講習会・交流会
　9月6日～10月18日にわたって、ファ
ミリーサポート養成講習会、10 月 28 日
にファミリーサポート交流会を開きまし
た。
　講習会は 6 名の受講者が、講師の話に、
熱心に耳を傾けていました。
　交流会は 14 名の参加者が、アロマス
プレーを作ったり、話をしたり楽しい時
間を過ごしました。
　ファミリーサポートセンターは、随時
会員を募集しています。詳しくは、ファ
ミリーサポートセンター（子育て支援セ
ンター内）までご連絡ください。

コミュタン福島　　　　　　(61-5721催し 詳細はホームページをご覧ください。
https://com-fukushima.jp/

● 12 月イベント情報
☆ 7 日（土）・8 日（日） 

割りばしで工作をしよう！
理科自由研究作品展 at コミュタン福島

☆ 8 日（日）
理科自由研究発表会 at コミュタン福島

☆ 14 日（土）・15 日（日） 
どうして地球が温暖化するか確認してみよう！
広告チラシでクリスマスリースをつくろう！

☆ 21 日（土）・22 日（日）
ロケットが飛ぶ秘密に迫ろう！
紙すきでクリスマスカードやお正月ハガキをつくろう！
傘袋でロケットをつくろう！

☆ 24 日（火）・25 日（水）
クリスマスツリーを黄道 12 星座で彩ろう！
クリスマス エコキャンドルをつくろう！
いろいろな折り紙に挑戦しよう！

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

☆令和元年12月17日（火）～令和２年１月13日（月 ･ 祝）
　国立科学博物館巡回展
　　　　　　　　　　「琉球の植物」in コミュタン福島

★イベントの日程や内容が変わること
があります。詳細は、ホームページを
ご覧ください。

三世代ふれあい交流館 (78-1112子ども

「ふれあいおはなし会」と講演 「物語の可能性～
読書がひらく未来～」を開催しました！

　11月２日、ＮＰＯ法人語り手たちの会の宮﨑
亜古先生を講師に「ふれあいおはなし会」と講
演「物語の可能性～読書がひらく未来～」を行
いました。
　第 1部は子ども向けのおはなし会で、穏やか
な雰囲気を楽しみました。第 2部は大人の方向
けに、語りや読書に触れることでその人の人生
が生きやすくなる過程など、物語が持つ力や可
能性について、とても参考になるご講演をいた
だきました。皆さん熱心に耳を傾けていました。

各種相談会相談

　総務大臣から委嘱を受けた委員が、
行政機関や特殊法人等への、意見・要
望等を受け付け、その解決を促進する
ようお手伝いします。
●日時　1 月14日（火）
　　　　午後1時30分～午後3時30分
●場所　滝根行政局 2 階 第三会議室
●相談委員
　松山 秀明さん（滝根町）(78-3532
　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
　人権に関する問題（家族、近隣関係、
学校・職場など）について、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。
●相談日・場所
　1 月7日（火）市役所1階 102会議室
　1月23日（木）都路公民館
●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

　仕事をする中での悩みや、就職活動が
不安…など、お仕事に関する悩みを相談
してみませんか？　申込は不要です。
●日時　12月16日（月）午後1時～5時
●場所　市役所 1 階 101 会議室
●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）、そのご家族・
支援者、障害者雇用を検討している企業
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」

大越分館休館します
　大越分館は、1月21日（火）
～ 25日（土）まで蔵書点検
のために休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、
期間中は市内各館をご利用く
ださい。
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