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● 5 月イベント情報　　
☆ 1 日（日） コミュタンフェスティバル
☆ 3 日（火・祝）〜 5 日（木・祝） やじろべえの秘密

新聞紙で水切り絵を作ろう！
☆ 7 日（土）・8 日（日） 燃料電池を体験しよう！・厚紙でブーメランをつくろう！
☆ 14 日（土）・15 日（日） 削ってつくろう虹色のモチーフ
☆ 21 日（土）・22 日（日） 放射線を遮へいするものを探してみよう！

紫外線で色が変わるアクセサリーをつくろう！
☆ 28 日（土）・29 日（日） 芳香剤をつくろう！
★環境創造シアター国立科学博物館番組上映　
　恐竜の世界、３万年前の大航海（土日祝日のみ）

各施設の催しなど各施設の催しなど
図書館（本館） **toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 6 月の休館日  1〜10・13・20・27 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 17（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 28（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

大越 21（火） おはなし会（大越分館） 15:30〜（30 分程度）乳幼児〜小学生 絵本の読み聞かせ など

常葉 15（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

ジョン・ヘア / 作
児童向け

みらいのえんそくは、う
ちゅせんにのって、げつめ
んりょこう！ちきゅうには
ないけしきにみんなおおよ
ろこび。おや、でもひとり、
おえかきにむちゅうでおい
ていかれてしまったようで
す。

みらいのえんそく 里山の自然
雑木林の 20 年

瀬長　剛 / 絵・文
児童向け

今より少し昔の日本では、
まきや炭が主な燃料だった
ため、雑木林を大切に育て、
利用してきました。本を開
いて、たくさんのいきもの
が四季折々にぎやかに暮ら
していた雑木林の中を散歩
してみましょう。

叶内拓哉 / 文
一般向け

なんとなく目の前を横切っ
た鳥が気になった方へ、ど
んな鳥なのか調べてみませ
んか？日本に生息する鳥は、
皆さんが思うよりはるかに
多様かもしれません。いつ
も目にしていたはずの鳥が、
実は珍しい出会いである可
能性もあるのです。

野鳥手帳　「あの鳥なに？」
がわかります！

ローランド・エノス / 著
一般向け

ヒトは石、青銅、鉄を使っ
て文明を築き、発展を遂げ
たといわれている。しかし、

「木」をなくしてそれらを
作り出すことはできない。
人類と「木」の７００万年
にもわたる関係から解き明
かされる新たな人類史。

「木」から辿る人類史

コミュタン福島催し (61-5721

詳しい内容は
コチラ▼

●日時　1 回目　6 月 11 日（土）午前 9 時〜 11 時
　　　　毎週土曜日 5 回開催（最終日：7 月 9 日）
●場所　田村西部工業団地内
　　　　夕陽ケ丘テニスコート
●対象　小学生とその保護者 10 組程度
　　　　子どものみの参加も可能
●参加費　1 人 1,700 円（ボール代、保険料など）
●申込締切　5 月 27 日（金）
●申込方法　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。
問市ソフトテニス協会事務局 橋本
　(090-5594-4938

小学生親子ソフトテニス教室開催子ども

　　◆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。

　　　　　　　　　　
蔵書点検のため 6 月 1 日（水）から 10 日（金）
まで休館します。
ご迷惑をおかけしますが、期間中は市内各館をご
利用ください。

◎図書館本館休館のお知らせ◎ 　　　　　　　　　　
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
い方に無料でお譲りします。なお、お渡し
は図書、雑誌ともに先着順です。
●場所　図書館本館
●日程　6 月 11 日（土）〜 24 日（金）
　　　　午前 10 時〜午後 4 時

リサイクル本をお譲りします

　　

　

田村市文化協会「田村市文化祭」開催のお知らせ
【作品展示会】
●日時　6 月 4日（土）〜 5日（日）午前 9 時〜午後 6 時 
　　　　※ 9 日は午後 4 時まで
●会場　市文化センター
●内容　加盟団体による作品の展示など

【芸能発表会】
●日時　6 月 26 日（日）午前 9 時 30 分〜
●会場　市文化センター
●内容　加盟団体による芸能発表
※上記はいずれも入場無料です。
問教育部 生涯学習課 (81-1215

●日時　5 月 11・18・25 日（水）
午前 10 時〜 11 時 30 分

●内容　母の日のプレゼント作り、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

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

ひまわりひろば

●日時　5 月 27 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分〜 11 時 30 分
●内容　親子で運動遊び（予約締切：20 日）
●講師　（公財）星総合病院 こども事業部 渡邉一成さん
●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

●日時　5 月 11・18・25 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分〜 11 時
●内容　11 日：しゃぼん玉で遊ぼう（予約締切：9 日）
　　　　18 日：おもちゃを作って遊ぼう（予約締切：13日）
　　　　25 日：誕生会（予約締切：20 日）
●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。


