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(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

● 9 月イベント情報　　
☆ 4 日（土）・5 日（日）引きあって宙に浮く不思議な形をつくろう！
☆ 11 日（土）・12 日（日）ペーパークイリングにチャレンジしよう！
☆ 18 日（土）ドライアイスであそぼう！
☆ 19 日（日）コミュタンフェスティバル
☆ 20 日（月）・23 日（木）ドライアイスであそぼう！
☆ 25 日（土）・26 日（日） 霧箱で放射線の性質を確認しよう！ロボットプログラミングお掃除ロボットをつくってみよう！　
☆環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　「宇宙 138 億年の旅」「深海」（土日祝日のみ）
◆謎解きトライアングルクイズラリー 2021 ◆
　7 月 22 日～ 10 月 31 日まで開催中！
　コミュタン福島、猪苗代水環境センター、野生生物共生センター
　の 3 会場を巡ってオリジナル参加賞をゲットしよう！

コミュタン福島催し

文化センター催し (82-5030

※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。

(61-5721

　
◆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。
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必読、今月のオススメ。

 10 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
  1（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

15（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（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 20（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

ブライアン・フロッカ
/ 作・絵
児童向け

1969 年 7 月 16 日、 暑 い
夏の朝に、重くて分厚い特
別製の服を着て、3 人はロ
ケットに乗り込んだ。人類
で初めて月に行くために。
地球に戻るまでの約 1 週
間の旅路はどのようなもの
だったのでしょうか。

月へ　アポロ 11 号の
はるかなる旅 赤毛のアン

ルーシー・モード・
モンゴメリ / 作

児童向け
この物語の主人公アンは、空
想が好きで、明るく気が強い
女の子です。孤児院から手違
いで引き取られてきた彼女
でしたが、家族ができ、親友
ができ、時には大喧嘩や事件
を起こしながら、だんだんと
みんなに愛される優しい少
女へと成長していきます。

志麻 / 著
一般向け

フレンチでよく使われるバ
ターソースから、野菜のソー
ス、果物を使う変化球まで、
バラエティに富んだソース
を紹介します。材料と塩だけ
でできるソースも多く、あっ
という間に作れて料理の幅
を広げてくれます。

志麻さんの
魔法のソースレシピ

田中啓文 / 著
一般向け

昔々、疑の国に７人の賢人
たちが集う深い竹林があっ
た。その７人は「竹林の七
賢」と呼ばれ酒を酌み交わ
し、時に『疑案』というな
ぞときに興じることがあっ
た。七賢とともに一夜のな
ぞ解きを楽しみませんか。

竹林の七探偵

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　10 月 5 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　都路行政局　2 階　研修室 1
●相談委員
　松山　秀明さん（滝根町）　　
　助川富士子さん（船引町）　
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）
　・10 月　5 日（火）田村市役所 102 会議室
　・10 月 20 日（水）大越行政局
問福島地方法務局郡山支局(024-962-4500　　
　　　　

10 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

3（日） 第 67 回田村市船引地区文化祭行事
「秋の芸能まつり」 9:10 関係者のみ 秋の芸能まつり実行委員会

（事務局：船引公民館）(82-1133

10（日） 第 20 回福島県男女共生のつどい 13:00 無料
福島県男女共生のつどい実行委員会

（事務局：保健福祉部社会福祉課）
(81-2273

14（木） 令和 3 年度健康教育推進者研修会 13:20 無料 主催：県教育委員会
担当：県中教育事務所(024-935-1485

24（日） 公益財団法人 日本民謡協会
福島県央連合大会 9:30 無料 佃光堂(77-3688

●日時　9 月 15・22・29 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　  15 日：敬老の日のプレゼントを作ろう！
　　　　  22 日：スタンプラリー
　　　　  29 日：運動会の旗を作ろう！
●その他　ふれあい遊び、季節の歌、手遊び、体操、
　　　　　絵本・紙芝居の読み聞かせ 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

　　　　　　　「絵本の読み聞かせ」
●日時　9 月 28 日（火）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時
●講師　おはなし会　どんぐり
●対象　０～ 3 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

●日時　9 月 1・8・15・22・29 日（水）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、手遊び、体操、運動遊び、製作活動、
　　　　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♬
　　　　15 日は NPO 法人の子育て相談会があります。
　　　　9 時 50 分までに来館ください。

遊びの教室

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

　　　　　　　「育児講座」
親子で体をたくさん動かして遊びました！


