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◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載イベントが中止・延期となる場合が  
　あります。最新情報は、主催者にお問い合わせください。　

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　4 月 14・21・28 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　14 日：はじめましてのつどい
　　　　21 日：お花見会
　　　　28 日：こいのぼりを作ろう
●その他　ふれあい遊び、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
●申込　電話、または来所時にお申し込みください。
　　　　※定員になり次第、締め切ります。

ひまわりひろば
●日時　4 月 23 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時
●内容　「絵本の読み聞かせ」
●講師　どんぐりのおはなし会
●対象　０～６歳児と保護者
●申込　参加人数に限りがあります。
　　　　電話、または来所時に
　　　　お申し込みください。

育児講座

(82-0690（ FAX 兼用）

●日時　4 月 24 日（土）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
●内容　お花見ハイキング
●その他
　どなたでも参加できます。
　興味のある方のご参加をお待ちしています。
　「イベント」以外でも、楽しい遊びを用意
　していますのでお気軽にご来館ください。

イベント情報

船引児童館子ども

● 4 月イベント情報　　
　☆ 1 日（木）・2 日（金）
　　正四面体ピラミッドランプシェードをつくろう！
　☆ 3 日（土）・4 日（日）
　　水がきれいになるしくみを学ぼう！
　☆ 10 日（土）・11 日（日）
　　ペットボトルでおもちゃをつくろう！
　☆ 17 日（土）・18 日（日）
　　イオン電池を作ってみよう！
　☆ 24 日（土）・25 日（日）
　　身の周りの放射線を測定してみよう！
　　ドライアイスの不思議な世界
　　～すごいぞドライアイス～（サイエンスショー）

☆ 29 日（木・祝）
　削って作ろう虹色のクリスタルモチーフ
☆環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　マントルと地球の変動、海の食物連鎖
　（土日祝日のみ）

※詳しくはホームページをご覧ください。
　（https://com-fukushima.jp/）
※環境創造シアターは、入館者間の距離を確保するため、
　最大入場者数を制限しています。
※来場時の検温とマスク着用にご協力をお願いします。

コミュタン福島催し (61-5721

●日時　4 月 6・13・20・27 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、こいのぼり制作、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

遊びの教室

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ください。

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

船引町民謡民舞の会連絡協議会主催による民謡・
舞踊の祭典「令和 3 年度ふねひき春のうたまつり」
を 4 月 29 日、田村市文化センターにおいて開催
予定でしたが、新型コロナウイルス感染症などの
影響もあり、中止することといたしました。
何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
問船引町民謡民舞の会連絡協議会
　事務局：船引公民館(82-1133

「ふねひき春のうたまつり」を
中止します

親子でひな人形を作りました。

ひまわりひろばから
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必読、今月のオススメ。

 5 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
  7（金） ひだまりおはなし会 10:30～（15 分程度） 0 ～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

21（金） ひだまりおはなし会 10:30～（15 分程度） 0 ～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

滝根 26（水） おはなし会（滝根公民館） 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

常葉 19（水） おはなし会（文化の舘ときわ） 10:30～（15 分程度） 0 ～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

テリー・ボーダー / 作
川野太郎 / 訳

児童向け
あなたはスナックは好きで
すか？もし、食べようとす
るならば、袋がとじている
か確かめてみたほうがいい
かもしれません。開いてい
たら、逃げ出そうとしてい
るかもしれませんよ。

スナックだいさくせん！ きつねのしっぽ

おくはらゆめ / 著
児童向け

きつねが一日に３回も手入
れするくらい大切にしてい
るしっぽは、やさしい友達を
連れてきて、小さな友達を
助けます。やわらかい絵と、
ちょっぴりドキドキする展
開、ひらがなを覚えたみん
なに読んでほしい本です。

西尾壱誠 / 著
一般向け

「いつでもどこでも効率的に
学べる」スマホ勉強術で二
浪から合格まで辿り着いた
著者のノウハウを伝授。勉
強に必要な客観的思考、ア
ウトプット力、リマインド、
ライバル効果、知的複眼能
力はスマホ活用で力をつけ
ましょう。

東大式スマホ勉強術

石井宗生 / 著
一般向け

とある春、ホテル・アルカ
ディアの一人娘プルデンシ
アが閉じこもったという噂
が流れだした。アルカディ
アに投宿していた芸術家た
ちは、彼女を元気づけ楽し
ませようと多種多様な物語
を語り聞かせるが、彼女を
知っている者は誰もいない。

ホテル・アルカディア

各種相談会相談

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
　5 月 14 日（金）　市役所 1 階 101 会議室
　5 月 28 日（金）　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
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　5 月 11 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　都路行政局 2 階会議室
●相談委員
　横田　弥一郎さん（船引町）　(82-2003
　増田　英子さん（常葉町）　(77-4739
問総務部 総務課(81-2111

行政相談

高校生ボランティア　図書館サポーター募集

図書館を一緒に支えてくれる方、盛り上げてくれる方を募集しています。
●対象者　高校生
●募集人数　５人程度
●募集締切　予定人員に到達した際には募集を締め切ります。
●その他　詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

●活動内容
　ティーンズ向けの本の紹介、POP 作り、
　YA コーナーの装飾など
●活動日　毎月 1 ～ 2 回　土日・祝日


