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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　6 月 9・16・30 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　  9 日：外で遊ぼう！
　　　　16 日：ひまわりの苗を植えよう！
　　　　30 日：七夕飾りを作ろう！
●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　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　6 月 23 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　「ベビーマッサージ」
●講師　インストラクター　原竹 菜月さん
●対象　０～ 2 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

● 6 月イベント情報　　
　☆ 5 日（土）・6 日（日）　　
　　飛ぶ種の模型をつくろう！
　☆ 12 日（土）・13 日（日）
　　紫外線で色が変わるアクセサリーをつくろう！
　☆ 19 日（土）・20 日（日）
　　CD ホバークラフトをつくろう！
　☆ 26 日（土）・27 日（日）
　　燃料電池を体験しよう！
　☆環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　　「マントルと地球の変動」「宇宙 138 億年の旅」
　　( 土日・祝日のみ）

コミュタン福島催し

特設人権相談
人権に関する相談（家族、近隣関係や学校、職場の問
題など）をお気軽にお話しください。相談は無料で秘
密は厳守します。
♦特設相談所（午前 10 時～午後 3 時）
　・7 月 2 日（金）　常葉行政局　2 階　第 2 会議室
　・7 月 6 日（火）　市役所　1 階　102 会議室
問福島地方法務局郡山支局　(024-962-4500

こどもたちの健やかな成長を願って、
こいのぼりを作りました！

※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。

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　7 月 6 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　常葉行政局　2 階　第 2 会議室
●相談委員
　松山 秀明さん（滝根町）　(78-3532　
　増田 英子さん（常葉町）　(77-4739
問総務部 総務課(81-2111

行政相談

(61-5721

●日時　6 月 2・9・16・23・30 日（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

16日はNPO法人による子育て相談教室があります。
「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

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 7 月の休館日  5・12・19・26日

必読、今月のオススメ。

 7 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
  2（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

16（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 27（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 21（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

鎌田　歩 / 著
児童向け

庭に降った雨は地下にしみ
こんでいきますが、道路に
降った雨水も、排水溝を
通って地下に流れていきま
す。雨水の行方を迫力のあ
る絵とともにわかりやすく
解説します。

雨の日の地下トンネル 雨ふる本屋

日向　理恵子 / 作
児童向け

雨の降る日、図書館に来たルウ
子は、見つけたかたつむりを追
いかけるうち、不思議な本屋に
たどり着きます。そこは、本屋
なのに雨が降り、床には草、木
まで生えています。不思議の国
のアリス、まじょ子シリーズな
どが好きな方におすすめの本。

木村　東吉 / 監修
一般向け

どんなキャンプをしたいか？
から始まり、キャンプ当日の
設営の仕方はもちろん、道具
の使い方、メンテナンス、お
すすめの料理まで網羅してい
ます。タイミングやチェック
ポイントが細かくあげられて
いるので初心者も必見。

楽しむ！極める！
キャンプ完全ガイド

川田　伸一郎 / 著
一般向け

ホルマリン漬け、骨格、皮
など 1 万 6 千点を超える標
本を作り、国立科学博物館
に 10 万点のコレクション
を揃えたいという夢を持つ
著者のちょっと異常な日常
の連載集。

標本バカ

7 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

18（日） はあもにいこんさーと 13:00 関係者のみ かとうピアノ教室　
(090-7529-7210

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 6月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 27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

めざせ！図書館員
●会場　図書館（本館）
●対象　市内の小学 4 年生～中学 3 年生　　　
●定員　8 人　※定員を超えた場合は抽選
●受講料　無料
●締切　７月 9 日（金）
●内容　図書館員になるための講座を全 6 回行います。
　　　　本の分類、書棚の整理、貸出返却、おすすめ本の
　　　　ポップ作りなどを体験してもらい、全講座終了時
　　　　に田村市子ども司書認定証を授与します。　

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


