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(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　7 月 7・14・21（水）・31（土）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　  7 日：たなばた会
　　　　14 日：ちょうちんを作ろう！
　　　　21 日：色水遊びを楽しもう！
　　　　31 日：夏まつり
●その他　ふれあい遊び、季節の歌、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。

　「ひまわりおじさん」こと佐久間辰一さんに指導いただき
　ながら、ひまわりの苗を植えました。

ひまわりひろば

●日時　7 月 9 日（金）
　　　　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

● 7 月イベント情報　　
　☆ 3 日（土）・4 日（日）放射線探索ゲームをしよう！
　☆ 10 日（土）・11 日（日）ピコピコカプセルを作ろう！
　☆ 17 日（土）・18 日（日）身の回りの放射線を測定してみよう！
　☆ 22 日（木）・23 日（金）貝がらを使って季節の飾りを作ろう！
　☆ 24 日（土）・25 日（日）鏡で不思議な虹を作ろう！
　☆ 27 日（火）・28 日（水）飛ぶ種の模型を作ろう！
　☆ 29 日（木）・30 日（金）厚紙でブーメランを作ろう！
　☆ 31 日（土）紙すきを体験しよう！
　☆環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　　「人類の旅」「深海」」( 土日・祝日、夏休みは平日も上映！）

コミュタン福島催し

●日時　7 月 7・14・21・28（水）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、手遊び、体操、水遊び、七夕会、
　　　　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」以外でも自由にご利用ください♬

遊びの教室

(78-1112（ FAX 兼用）

8 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　1（日） 令和 3 年度田村市少年の主張大会 14:30 一般・無料 田村市青少年健全育成市民会議
（事務局：生涯学習課）　(81-1215

18（水） 田村地区中学校音楽祭 9:30（予定） 関係者のみ
田村地区中学校音楽祭
事務局：小野町立小野中学校
代表：都路中学校長 榊原康夫
問小野中学校　(72-3355

19（木） 田村地区小学校音楽祭 12:30 関係者のみ
田村地区小学校音楽祭
事務局：小野町立小野小学校
代表：要田小学校長 大内順一
問要田小学校　(62-2433

28（土） 第 46 回石井ピアノ教室発表会 13:00 関係者のみ 石井ピアノ教室　(86-2002

文化センター催し (82-5030

三世代ふれあい交流館子ども

※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。

　◆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。

　常葉分館休館のお知らせ

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 8 月の休館日  2・9・16・23・30日

必読、今月のオススメ。

 8 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 ～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

20（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 31（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 18（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

山本 和子・あさい かなえ/作
あさい かなえ / 絵

児童向け
はちまるは、今日も元気に
商店街のはちうえパトロー
ルへとびだしていきます。
お水をあげたり、からまっ
たつるを切ったり。さあ今
度はどんなはちうえが待っ
ているでしょうか。

うえきはちまる 神隠しの教室

山本 悦子 / 作
児童向け

とある小学校から子どもが
4 人消えてしまった。警察
や先生たちは懸命に捜索す
るが、日にちだけが過ぎて
いく。しかし本当は子ども
たちは、学校から出てはい
なかった。家族と自分を見
つめなおす物語。

ロバート・ウィンストン/監修
一般向け

オールカラーのピクトグラ
ムで分かりやすく、変化して
いく心とからだ、生活、環境
について、面と向かうと聞き
にくいことまで網羅してい
ます。思春期を迎えたあなた
と、思春期の子どもにかかわ
る方へまっすぐに寄り添う
ガイドブックです。

思春期の心と
からだ図鑑

農山漁村文化協会 / 編
一般向け

全国各地の農家から空模様
はもちろん、植物や動物か
ら天気を予想する技術を掲
載。異常気象が多い昨今に、
ますます重要な昔ながらの
技術と天気予報のデータを
合わせ、日常にも役立つ知
恵とワザをご紹介します。

天気を読む
知恵とワザ

蔵書点検のため、8 月 3 日から 12 日まで休館します。
ご迷惑をおかけしますが、休館中は市内各館をご利
用ください。

常葉分館では古くなった本などをリサイクル本と
して無料でおゆずりします。お渡しは図書、雑誌
ともに先着順です。
●場所　常葉分館
●日程　8 月 14 日～ 22 日

リサイクル本をおゆずりします

　　
　

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　8 月 3 日（火）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
●場所　市役所 1 階 101 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

　　
　 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）
　・8 月 3 日（火）市役所 1 階 102 会議室
　・8 月 19 日（木）滝根公民館
問福島地方法務局郡山支局(024-962-4500　　
　　　　

(61-5721


