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２月 8 日の「ひまわりひろば」は、
44 名の親子が参加し、新聞紙遊び
を行いました。新聞紙で、ツリーや
はしごを作ったり、細かく破いて紙
吹雪を楽しみ、小さなお子さん達も
大喜びでした。

各施設の催し・募集など

　必読、今月のオススメ。 

各施設の催し・募集など
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ネコがこんなに
かわいくなった理由

～№１ペットの進化の謎を解く～

黒瀬菜緒子 / 著

一般向け
№１ペットとして多くの人が
溺愛するネコ。そんな身近な
動物についてどこまで知って
いますか？
猫だって昔は野生でした。
それが世界中で人間と暮らす
ようになるまでの進化を、気
鋭の生物学者がひも解きます。

一汁一菜でよいという提案

土井善晴 / 著

一般向け
きちんと食事をしなければと
思うと、途端に料理は難しい
ものになります。
しかし、日々暮らす食事はそ
んなに肩肘を張らなくても良
いものなのです。
料理研究家である筆者からの、
生きることに向けた提案です。

おひめさまは
ねむりたくないけれど

メアリー・ルージュ／作
パメラ・ザガレンスキー／絵

浜崎絵梨／訳
児童向け

なかなか寝付かないお姫様に、
王様とお妃様は世界中の動物
の眠り方を教えます。
夢の中のような優しい色使い
の絵で描かれた、おやすみの
前に読みたい絵本です。

　　　 　　　　　 築地市場　
             　～絵でみる魚市場の一日～

モリナガ・ヨウ / 著

児童向け
築地市場の１日を楽しそうな
イラストとレポートで紹介し
ています。
市場のいろいろなお仕事、出
入りする大きなトラック、取
引される様々なお魚、何度開
いても新たな発見があります。
親子で楽しめる１冊です。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 4月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 23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

(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　4 月 12・19・26 日（水）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　12 日…手形、足形製作
　　　　19 日…わらべうた
26 日…誕生日会、こいのぼり製作
その他、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　4 月 21 日（金）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　親子でリズム体操
●講師　フィットネスインストラクター
　　　　郡司 泰子さん
●申込　
4 月 19 日（水）までに、電話または
来所時にお申し込みください。

子ども 船引児童館 (82-0690（ FAX 兼用）

このゆびとまれ
●日時　4 月 22 日（土）　
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　じゃがいも植え
●対象　どなたでも参加できます

5 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 10・24（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 20（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
常葉 17（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

読み聞かせ講座を開催します
家庭での読み聞かせや、読み聞かせのボランティアをし
ている方を対象に、絵本の読み聞かせ講座を開催します。
読み聞かせをしてみたいけど、やり方が分からない、ど
んな絵本を選べば良いか迷ってしまうなど、お悩みの方
はぜひご参加ください。
●日時　4 月 25 日（火）、5 月 9 日（火）※ 2 回連続講座
　　　　午前 10 時 30 分～正午
●会場　図書館（本館）
●受講料　無料　　●定員　20 人（申込順）
●申込方法　
4 月 18 日（火）までに電話または FAX（氏名・住所・連
絡先を明記）で図書館（本館）へお申し込みください。
問・申図書館（本館）(82-1001　 FAX 82-1291

県では、子育て中の方が協賛店で「子育て応援パス
ポート（ファミたんカード）」を提示すると、様々な
サービスを受けることができる事業を実施してお
り、平成 28 年 4 月より全国展開が始まっています。
3 月上旬より、全国で利用できる新しいファミたん
カードを、保育所・幼稚園・学校などを通してお子
さんに配布しています。
お子さんが保育所などに通園されていない場合や、
カードをなくしてしまった場合は、社会福祉課・各
行政局市民課・各出張所へお申し込みください。
●使用対象者　0 歳から 18 歳（18 歳に達して最初
の 3 月 31 日を迎えるまで）の子どもとその家族
●カード配付枚数　子ども 1 人につき 1 枚
※旧カードは、県内に限り、平成 32 年 3 月末ま
で利用できます。
※カードを利用する前に、必ずお店の方にサービ
ス内容を確認してください。
問保健福祉部 社会福祉課(81-2273

ファミたんカードが新しくなります！

４月のおすすめメニューは、定番の「ミソラーメン」です。
木々の芽吹きが始まる季節となりました福祉センター周辺の
桜や雪やなぎの花が美しく咲く中で、ぜひご賞味ください。

船引総合福祉センター 4 月のおすすめメニュー

●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）

ミソラーメン（500円）４月 23 日は子ども読書の日です。
小学生を対象に、春のおはなし会（読み聞かせ）を開催
します。
桜が咲いた図書館にぜひお越しください。
●日時　4 月 23 日（日）午前 10 時～ 11 時
●会場　図書館（本館）
●対象　小学生程度
※小学生向きの内容ですが、
　どなたでもご参加いただけます。
●その他　参加無料・申込不要

子ども読書の日おはなし会を開催します

  (82-5030
FAX 82-5530

行政相談

16（火）滝根行政局
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

●相談委員
松山秀明 さん（滝根町）  　(78-3532
助川富士子 さん（船引町）(82-1801
問総務部 総務課(81-2111

5 月の各種相談会相談

　　　　特設人権相談
9（火）船引公民館
10（水）滝根公民館
12（金）文化の舘ときわ
17（水）大越行政局
※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

文化センター文化

【5 月の行事予定】
●催し　　
航空自衛隊航空中央音楽隊演奏会

（22 ページに詳細記事掲載）
●日時　5 月 27 日（土）午後 2 時
●入場料　無料
問航空自衛隊大滝根山分屯基地広報係　
　(79-2277

【5 月の休館日】
1・8・15・22・29 日

Advertisement広告欄

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 総務課 ( ☎ 0247-81-2117) へ


