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(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　5 月 12・19・26 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　12 日：体を動かして遊ぼう
　　　　19 日：しゃぼん玉で遊ぼう
　　　　26 日：おもちゃを作ろう
●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　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。

ひまわりひろば
●日時　5 月 25 日（火）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　「親子で運動遊び」
●講師　星総合病院　大町キッズベース　渡邉 一成さん
●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

● 5 月イベント情報　　
　☆ 1 日（土）・2 日（日）
　　削って作ろう虹色のクリスタルモチーフ！
　☆ 2 日（日）
　　コミュタン papamama サロン（オンライン開催）
　☆ 3 日（月）～ 5 日（水）
　　放射能を遮へいする物を探してみよう！
　　森の木で動物マスコットをつくろう！
　☆８日（土）・９日（日）
　　かんたんレントゲンを体感しよう！
　☆ 15 日（土）・16 日（日）
　　浮沈子をつくろう！

☆ 22 日（土）・23 日（日）
　芳香剤をつくろう！
☆ 29 日（土）・30 日（日）
　風力発電を体験しよう！
☆環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　恐竜の世界、深海（土日祝日のみ）

コミュタン福島催し

●日時　5 月 12・19・26（水）
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

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）子ども

6 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　3（木） 田村市小学生芸術鑑賞教室
「和泉流おもしろ狂言らいぶ」

① 10:20　
② 13:30　 市内小学生 5・6 年生 教育部 生涯学習課　(81-1215

20（日） 田村市文化協会芸能発表会   9:30 無料 田村市文化協会
（事務局：生涯学習課）(81-1215

文化センター催し (82-5030

三世代ふれあい交流館子ども 小学生親子ソフトテニス教室

●日時　第 1 回目　6 月 5 日（土）午前 9 時～ 11 時
　　　　※ 6 月 5 日から毎週土曜日
　　　　　計 6 回開催（最終日：7 月 10 日）
●場所　田村西部工業団地内　夕陽ヶ丘公園テニスコート
●対象　小学生と保護者（子供のみでも可）
　　　　男女計 10 組程度
●参加費　1 人 1,500 円（ボール代、損害保険料など）
●申込期限　5 月 20 日（木）
●申込方法　事務局へ電話でお申し込みください。
●その他　ラケットをお持ちでない方はお貸しします。
　　　　　運動のできる服装でお越しください。
問・申市ソフトテニス協会事務局 橋本(82-2789

※詳しくはホームページをご覧ください。
※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。

(61-5721

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 6 月の休館日  7・14・21・28日

必読、今月のオススメ。

 6 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
  4（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

18（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 29（火） 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 16（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

大石尚子 / 編
杉田比呂美 / 絵

児童向け
実は、あなたのお洋服につ
かわれている綿と、ぬいぐ
るみに入っているふわふわ
のワタは同じものです。種
から育てられたワタは、人
の手を渡って布になり、私
たちのもとへ届きます。

イチからつくる
ワタの糸と布

あしゅらのうでの
お百しょう

まくの明子 / 作
篠崎三朗 / 絵

児童向け
めんどうくさがりやのきさ
くは、春になっても田んぼ
に水を入れないで眺めてい
るようなめんどうくさがり
です。でも、あるときから
村一番の働き者に変わりま
す。田植えの時期の小噺を
読んでみてください。

石田仁 / 著
一般向け

あなたは普段、自分がどん
な“性別”であると感じま
すか？この本では LGBT か
ら多様な性を考えるための
助け、または理解するため
のヒントを絵や図で分かり
やすく描いています。

はじめて学ぶ LBGT
基礎からトレンドまで

おかべたかし / 文
山出高士 / 写真

一般向け
令和になってもう 3 年目に
なります。このあたりで平
成の身近なことを振り返っ
てみましょう。平成の約 30
年間に、いつの間にかいろ
いろなことが変化してきま
した。

くらべる時代
昭和と平成

市図書館本館
蔵書点検に伴う休館のお知らせ

図書館本館では 6 月 1 日～ 10 日ま
での間、蔵書点検のため休館します。
ご迷惑をおかけしますが、市内各分
館をご利用ください。

リサイクル本をお分けします 
図書館本館では、古くなった本などの廃棄に伴い、
リサイクル本として欲しい方に無料でお分けします。
なお、図書・雑誌共に、お渡しは先着順です。
●場所　図書館本館
●期間　 6 月 12 日（土）～ 27 日（日）
　　　　午前 10 時～午後 5 時

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　6 月 1 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　大越行政局　第一会議室
●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
◆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。

お知らせ


