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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　2 月 5・12・19・26 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　  5 日…手作りおもちゃ
12 日…新聞紙遊び
19 日…わらべうた・運動遊び・

誕生会
26 日…おひなさま作り
その他　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 2月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 23 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　2 月 4・18・25 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 3 月の休館日　2・9・16・23・30 日

3月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 　6（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～（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 　4（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 18（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。

山下明夫 / 作 
長谷川義史 / 絵
児童向け

学校のクロガネモチの木の
下にタヌキの一家が住んで
いました。お父さんタヌキ
はタヌキにも教育をしよう
と考えます。少し昔の広島
で起こった、ほんとがいっ
ぱいのお話です。

会田法行 / 写真・文
児童向け

2002 年に独立した東ティ
モールでトイレを作る様子
を捉えた写真絵本です。た
だのうんちをする場所とい
うだけではない、国の未来
につながるトイレのお話で
す。

早見和真
一般向け

武蔵野書店で働く谷原京子
は少し変わった店長にいつ
もイライラしてしまう…。
読み進めるうち伏線に気が
付いてワクワクする楽しい
お仕事小説です。

河合隼雄・坂田寛夫・
谷川俊太郎・池田直樹

一般向け
童謡、わらべ歌、詩や読み
聞かせ…人の声の持つ可能
性を４人の論者が語り合っ
たシンポジウムの記録で
す。大人にも子どもにも伝
えたい声の魅力について書
かれています。

タヌキのきょうしつトイレをつくる
未来をつくる 店長がバカすぎて 声の力

歌・語り・子ども

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

3月の行事予定
開催日 催し 時間 入場料 問い合わせ

17（火） 知っていますか？！成年後見制度
～住みたい場所で安心して暮らせるために～ 14:00 無料 保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

田村市地域包括支援センター(68-3737

22（日） はしもと音楽教室発表会 13:00 無料 はしもと音楽教室 橋本美加
(090-1063-7893

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/

● 2 月イベント情報
☆ 8 日（土）・9 日（日）・11 日（火・祝） 

霧箱で放射線の性質を確認しよう！
☆ 15 日（土）・16 日（日）

はずむシャボン玉であそぼう！
ロボットプログラミング教室

☆ 22 日（土）・24 日（月・祝）
風力発電の工夫を見てみよう！
星空ストラップをつくろう！

☆ 29 日（土）・3 月 1 日（日）
光と色の実験ショー

☆第17回猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト入賞作品展示
2 月 9 日（日）まで

☆ふくしまエコライフ絵はがきコンテスト受賞作品展示
2 月 11 日（火・祝）～3 月 1 日（日）

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

★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

　図書館本館で 12 月 21 日、船引地区の小学校３年生以
下を対象に「おはなしの広場～冬の巻～」を行いました。
　読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟のみな
さんが、冬にちなんだ絵本の読み聞かせをし、クラフト教
室で紙皿を使ったクリスマスリース作りをしました。みん
なとっても上手にで
きました！
　クラフト教室と合
わせたおはなしの広
場は夏と冬の年２回
開催しています。詳
しくは図書館までお
問い合わせください。

育児講座
●日時　2 月 14 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　絵本の読み聞かせ
●講師　おはなし会　" どんぐり "
●対象　０～６歳児と保護者
●申込　2 月12 日（水）までに、

来所・電話で申し込みください

育児講座から

　12 月 6 日に、食育教室「親子で
料理」を開催しました。11 組の親
子が参加し、“ほうれんそうとポテ
トのおやき”と“いちごヨーグルト
ミルク”を作りました。食育ゲーム
もあり、手軽に作れて、おいしいお
やつに子どもたちも大喜びでした。

各種相談会相談

　総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政
機関や特殊法人などへの、意見・要望等を受け付け
て、その解決を促進するようお手伝いします。
●日時　3月10日（火）午後1時30分～ 3時30分
●場所　常葉行政局 2 階 会議室
●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
　人権に関する問題（家族、近隣関係、学校・職場
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。
●相談日・場所
　3 月3日（火）市役所1階 102会議室
　3 月6日（金）常葉行政局
●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

大人のおはなし会を開催します

日時　3 月 15 日（日）　午後２時～（40 分程度）
場所　図書館本館 おはなしの部屋
対象　18 歳以上の大人
定員　20 人程度
内容　絵本の読み聞かせ、朗読、素語りなど

読み聞かせボランティアおはなし会 " どん
ぐり " が大人を対象
に実施します。
　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？


