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各施設の催し・募集など
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　必読、今月のオススメ。 

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 1月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 22日（日）
●受付　午前8時30分～11時30分
●場所　北部作業所（船引町新舘）
●問い合わせ
　産業部 農林課　(81-2511

話したくなる世界の選挙
～世界の選挙をのぞいてみよう～

岩合光昭／著

一般向け
著者が日本中、世界中を旅
して出会った、愛すべきネ
コたちに贈るエッセイ写真
集です。
ネコや風景の自然な一場面
を切り取った写真と、その
写真にまつわるエピソード
が、著者の言葉で添えられ
ています。

各施設の催し・募集など

ネコへの恋文オンネリとアンネリのふゆ 百年の孤独

マリヤッタ・クレンニエミ / 作
マイヤ・カルマ／絵、渡部翠／訳

児童向け
オンネリとアンネリはとって
も仲の良いお友達。北欧に長
い冬がやってくる前の晩、二
人のお家には素敵なお客様が
やってきます。
もしお友達と一緒に暮らせた
ら、もし小人が訪ねてきたら、
そんな子ども達の夢が詰まっ
た、冬にぴったりのお話です。

太田雅幸／監修
コンデックス情報研究所／編著

児童向け
中国には国会議員が 3000 人
もいる？アメリカの選挙は１
年かかる！？などなど、日本
の選挙とは一風変わった世界
中の選挙について紹介してい
ます。
いろんな国の政治や選挙につ
いて、親子で学べる一冊です。

Ｇ・ガルシア＝マルケス／著
鼓直／訳
一般向け

村の草創、隆盛、衰退、そ
してついに廃墟と化すまで
の百年を通じて、開拓者一
族に受け継がれる底なしの
孤独が描かれています。
愛は誰を救えるのか。人間
であることの葛藤を描いた
怒涛の物語です。

2 月の休館日
6・13・20・27 日

2 月の行事予定 *bunka@city.tamura.lg.jp (82-5030　 FAX 82-5530文化 文化センター 休館日　6・13・20・
　　　　27 日

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

16（木） 平成 28 年度 田村市教育実践報告会 14:00 関係者
※一般の入場も可能 教育部 学校教育課　(81-1214

21（火） 平成 28 年度 デュアル実習成果発表会 13:30 関係者
※一般の入場も可能

福島県立船引高等学校 教務部
(82-1511

25（土） 名作こども映画会「三ねん寝太郎」 10:30 2 歳児～
500 円 守屋教育映画　(090-3116-9909

玉子丼（500円）
船引総合福祉センター
1 月のおすすめメニュー

新春の陽ざしがまぶしい１月の
おすすめメニューは、「玉子丼」
です。
煮込んだ玉ねぎと木くらげ、なる
とに卵を流し込んでとじました。
口の中に絶妙な旨味が広がります。
ぜひ、ご賞味ください。
●各種宴会・総会、弁当の配達も
　承ります。
●無料バス送迎有（10 名以上　　
利用の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

2 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 8・22（水） ひだまりおはなし会 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など
滝根 25（土） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 5 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など
大越 9（木） おはなし会（大越公民館内） 15:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせなど
常葉 15（水） おはなし会（文化の舘ときわ内） 10:30 ～（15 分程度）0 歳～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び　など

【都路分館休館日のお知らせ】
1 月 16 日（月）から 20 日（金）まで、蔵書点検のため休館します。ご迷惑をおかけしますが、他の市内各館をご利用ください。

行政相談

14（火）都路行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

●相談委員
　松山秀明 氏（滝根町）　(78-3532
　伊藤忠義 氏（常葉町）　(77-3398
問総務部 総務課(81-2111

特設人権相談
3（金）文化の舘ときわ
15（水）大越行政局
21（火）船引公民館
※いずれも午前 10 時～午後 3 時
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

2 月の各種相談会相談

法律相談

1（水）常葉町老人福祉センター
午後 1 時～ 4 時

●定員　5 人（先着順）
●申込方法　1 月 26 日（木）までに、
　　　　　　電話でお申し込みください。
※定員になり次第、受け付けを終了します。
●受付時間　午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　（土・日、祝日を除く）
問・申市社会福祉協議会 本所(81-2166

ひまわりひろば
●日時　1 月 11・18・25 日（水）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　  
11 日…お正月のおもちゃ作り
18 日…昔の遊び、団子づくり
25 日…誕生会・折り紙
その他、季節の歌・親子遊び・
手遊び・絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

育 児 講 座
●日時　1 月 23 日（月）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　「親子で 3 Ｂ体操をしよう」
●講師　千葉 美和 さん
●申込　
1 月 20 日（金）までに、電話または
来所時にお申し込みください。

11 月 16 日の「ひまわりひろば」は、50 名の親子が参加し、11 月生まれの
お友達の誕生会をしました。
みんなの「おめでとう！」の言葉に、とても嬉しそうな子どもたちでした。
また、クリスマスにちなんだ製作も行い、かわいいハンドベルが出来上がりました。

「ひまわりひろば」は、毎週水曜日に開催しています。０歳～６歳までの
お子さんがいる方は、どなたでも参加できます。お気軽においでください。

おめでとう☆
☆お誕生日

1 月 6日（金）よりチケット販売開始！

「 山本譲二コンサート 」
●日時　3 月 5 日（日）　第１回：午後 2 時開演、　第２回：午後 5 時 30 分開演（２回公演）
●入場料　全席指定　Ｓ席 6,000 円　Ａ席 5,000 円
●販売窓口　文化センター、各公民館
※チケット購入に関する詳細は、文化センターまたは各公民館へお問い合わせください。

～文化センター自主文化事業～ ◆柳沼 大さん（静岡県）　寄附金（ふるさと納税） 　　　◆門馬 弘之さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）
◆峯岸 保栄さん（東京都）　寄附金（ふるさと納税）　    ◆山下 匡一さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）
◆山下 泉さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）　　 ◆森 啓介さん（奈良県）　寄附金（ふるさと納税）
◆佐藤 大輔さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）　 ◆津田 悠介さん（滋賀県）　寄附金（ふるさと納税）
◆後藤 浩孝さん（宮城県）　寄附金（ふるさと納税）       ◆川合 慎治さん（神奈川県）　寄附金（ふるさと納税）
◆新日本舞踊松栄流すみれ会 会長 松栄徳寿深さん（船引町）寄附金（一般寄附金）
◆株式会社 ミツバ 福島工場（船引町）物品

まごころありがとうございます - 次の方から市に寄附をいただきました -

【大越分館リニューアル開館のお知らせ】
移転作業のため 12 月 5 日（月）より休館している大越分館は、1 月 4 日（水）から大越行政局の 2 階でリニューアル開館します。
以前よりも使いやすい図書館になりました。新しい大越分館でゆっくり読書してみませんか？ぜひ、お越しください。


