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● 7 月イベント情報　　
☆ 2 日（土）・3 日（日）エコキャンドルをつくろう！
☆ 9 日（土）・10 日（日）紙すきを体験しよう！・偏光板でステンドグラスをつくろう！
☆ 16 日（土）・17 日（日）・18 日（月）身の回りの放射線を測定してみよう！・食物連鎖ツリーをつくろう！
☆ 21日（木）・22 日（金）押し花でオリジナルはがきをつくろう！
☆ 23 日（土）・24 日（日）晴天時：ソーラークッカーを体験しよう！
　　　　　　　　　　　　  曇天時：紫外線で色が変わるアクセサリーをつくろう！
☆ 26 日（火）・27 日（水）風力発電を体験しよう！
☆ 28 日（木）・29 日（金）飛ぶ種の模型をつくろう！
☆ 30 日（土）・31日（日）オリジナルクマ鈴をつくろう！、ロボットプログラミング

★環境創造シアター国立科学博物館番組上映　
　人類の旅、3 万年前の大航海（土日祝日のみ、夏休み中は毎日上映！）

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 8 月の休館日  1・8・15・22・29 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   5（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19（金）
滝根 30（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 17（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

片平直樹 / 文
岡本よしろう / 絵

児童向け
かじになるとかけつけてく
れるしょうぼうしゃは、か
じのないときには、なにを
しているの？しょうぼう
しゃのひみつをおおきい
ページをひらいてくわしく
ちょうさしてみよう。

しょうぼうしゃ、
てんけんよし！ すこしずるいパズル２

たつなみ / 著
児童向け

これはパズルかなぞなぞか、
「すこしずるいパズル」の続
編がお目見え。家族みんな
で解けるか試してみて。迷
路もクロスワードもきっと
一筋縄ではいきませんよ。

片倉康博、田中美奈子 / 著
一般向け

お店で売っているような
ティードリンクを自宅で楽
しみませんか？ミルクやフ
ルーツを使ったミックス
ティーを 80 種以上紹介し、
基本となるお茶のおいしい
入れ方もしっかり説明して
います。

ティードリンクの
発想と組み立て

筧　裕介
（issue+design）/ 著

一般向け
認知症の方が見ている世
界はどんな世界？ 13 のス
トーリーから体験する、認
知症の方のうまく説明でき
ない、理解してもらえない
ことから起こるすれ違いを
減らすお手伝いをする本で
す。（中学生以上対象）

認知症世界の歩き方

コミュタン福島催し (61-5721

(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　7月8日（金） 午前10時30分～11時30分
●内容　ベビーマッサージ 
●講師　原竹菜月さん　
●対象　0 歳～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

●日程　7 月 6 日（水）、23 日（土）、27 日（水）
●内容と時間
　  6日（水）：夏祭りの製作をしよう 午前10時30分～11時
　23日（土）：夏祭り 午前11時～正午
　27日（水）：誕生会 午前10時30分～11時
　※誕生会は誕生児以外の方も参加できます。
●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　0 歳～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。

●日時　7 月 6・13・20・27 日 ( 水 )
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、手遊び、体操、水遊び、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

〜親子で運動遊び〜

文化センター催し (82-5030

8 月の行事予定
開催日 催し 開演時間 対象・入場料 主催・問い合わせ先

7（日） 田村市少年の主張大会 10：00 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

17（水） 田村地区小学校音楽祭  9：40 関係者のみ
田村地区小学校教育研究会
沢石小学校長 久保知之
(62-3725

19（金） 田村地区中学校音楽祭  9：30 関係者のみ
田村地区中学校教育研究会
常葉中学校長　佐久間 誠
(77-2330

詳しい内容は
コチラ▼

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　8 月 2 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）
　　　　　　助川 富士子さん（船引町）
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、学校・職場
の問題など）をお気軽にご相談ください。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 2 日（火）市役所 1 階 102 会議室　
　・8 月 18 日（木）滝根公民館
問福島地方法務局 郡山支局 (024-962-4500

めざせ！図書館員
●会場　図書館（本館）
●対象　市内の小学 4 年生～ 6 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 8 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。　

　　　　　　　　　　
常葉分館では蔵書点検のため、8 月 2 日（火）から 10 日

（水）まで休館します。休館中は市内各館をご利用ください。

◎常葉分館休館のお知らせ◎

　　　　　　　　　　
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　常葉分館
●日程　8 月 11 日（木）～ 19 日（金）

リサイクル本をお譲りします


