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● 4 月イベント情報　　
☆ 1 日（金）・2 日（土） 放射線オリエンテーリング
☆ 3 日（日）・5 日（火） 浮沈子をつくろう！
☆ 9 日（土）・10 日（日） ペットボトルでおもちゃをつくろう！
☆ 16 日（土）・17 日（日） 水がきれいになる仕組みを学ぼう

ロボットプログラミング　ロボットで障害物競走をしよう
☆ 23 日（土）・24 日（日） 風力発電を体験しよう

CD ホバークラフトをつくろう！
☆ 29 日（金）・30 日（土） 放射線探索ゲームをしよう！
★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、海の食物連鎖（土日祝日のみ、春休みは毎日上映！）
★「コミュタン科学技術映像祭 2022」４月も上映予定！
　第 63 回科学技術映像祭に入賞した作品を上映！上映スケジュールはホームページをご覧ください。

各施設の催しなど各施設の催しなど
(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　4 月 13・20・27 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 00 分
●内容　13 日：散歩に出かけよう！　　　
　　　　20 日：こいのぼりを作ろう！ 
　　　　27 日：誕生会
●その他　体操、ふれあい遊び、季節の歌、手遊び、絵本・ 
　　　　　紙芝居の読み聞かせなど
●対象　生後６カ月～就学前の子どもとその保護者 
●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

コミュタン福島催し (61-5721

●日時　4 月 28 日（木）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 00 分
●内容　「絵本の読み聞かせ」
●講師　おはなし会どんぐり
●対象　生後６カ月～就学前の子どもとその保護者
●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

図書館（本館） **toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 5 月の休館日  2・9・16・23・30日

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
  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

どい　かや / 作
児童向け

仲良しのふたりが自転車で
向かう先は、もりのなかか
ら聞こえるおはやし。まん
げつのかがやくもりでは、
いったいどんなお祭りを
やっているのでしょうか。

チリとチリリ
よるのおはなし めいたんていサムくん

那須正幹 / 作
児童向け

サムくんは空色のハンカチ
をとりだして、すうっとに
おいをかぎます。するとた
ちまち頭がさえわたり、あっ
という間に事件を解決しま
す。今日は、イヌに追いか
けられている、女の子に助
けを求められたようです。

砂原由弥 / 著
一般向け

子どものヘアカット、あきら
めていませんか？もし、伸
ばしっぱなしで気になって
いるのであれば、本書をご
覧ください。わかりやすく
シンプルな図解と、子ども
の髪だけでなく、セルフカッ
トにも生かせるアドバイス
を参考にしてみましょう。

はじめてのおうちカット

株式会社 grasys
西岡典生、田丸司 / 著

一般向け
Google Cloudってどうい
うものか知りたい、Google
Cloudで 何 が で き る の か
もっと知りたい！初心者か
ら中級者程度の方へ、クラ
ウドとは何かはもちろんの
こと、Google が提供する
様々なサービスについて学
ぶことができます。

図解即戦力 Google Cloud
のしくみと技術がこれ１冊で

しっかりわかる教科書

高校生ボランティア 図書館サポーター募集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。

●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。

問・申図書館本館 (82-1001

●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　土曜日もしくは日曜日
●対象者　高校生

行政相談
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 10 日（火）午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　常葉行政局 2 階 会議室
●相談委員　横田 弥一郎さん（船引町）
　　　　　　増田 英子さん（常葉町）
問総務部 総務課 (81-2111

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）
・5 月 13 日（金）市役所 2 階 203 会議室　
・5 月 23 日（月）都路公民館
問福島地方法務局 郡山支局 (024-962-4500

各種相談会相談

詳しい内容は
コチラ▼

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

●内容　こいのぼり作り、親子遊び、手遊び、体操、
　　　　運動遊び、絵本の読み聞かせなど
●対象　生後６カ月～就学前の子どもとその保護者

遊びの教室

「遊びの教室」 以外でも自由にご利用ください。ださい。
※感染症対策のため検温・マスクの着用にご協力ください。

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

〜ひまわりひろば〜

　　
◆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。


