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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

いぬのきもち特別編集
犬との暮らし大事典

越村義雄 / 総監修
一般向け

犬との暮らし方についてとて
も詳しく掲載されています。
犬の健康はもちろん、犬と暮
らすことによって私たちの健
康にも良い変化があるなど、
なかなか知らない情報も紹介
されています。
犬と暮らす方にぜひ読んでい
ただきたい１冊です。

やさいの花

埴沙萠／写真
嶋田泰子／文
児童向け

みんなが何気なく見ているお
花の中には " 野菜 " のお花が
あるかもしれません。
とっても美味しい野菜も、お
花のうちは綺麗だったり不思
議な形をしていたり…。
外に探しに行きたくなる写真
絵本です。

育てて楽しむ
エゴマ栽培・利用加工

服部圭子 / 著
一般向け

田村の名産品でもあるエゴマ。
その栽培、利用加工、効能な
どが写真や図説付きで分かり
やすくまとめられています。
エゴマを栽培してみたい、詳
しく調べたいという方におス
スメです。

これから戦場に向かいます

山本美香／写真と文
児童向け

2012 年、シリア内戦を取材
中に銃弾に倒れた戦場ジャー
ナリスト・山本美香さんから
のメッセージが、児童向けの
１冊となりました。
世界で今何が起きているのか、
命を懸けて伝えようとした筆
者の想いが込められています。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 5月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 28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

船引総合福祉センター 5 月のおすすめメニュー
木々の新緑が美しい季節となりました。
５月のおすすめメニューは、新鮮な野菜が入った

「タンメン」です。
若葉香る福祉センターで、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

（15 名以上でお 1 人 1,000 円を超える料理を
予約の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

タンメン（500円）

行政相談

13（火）都路公民館
午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

●相談委員
　横田弥一郎 氏（船引町）(82-2003
　渡辺みちえ 氏（都路町）(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

6 月の各種相談会相談

法律相談

７（水）田村市社会福祉協議会
午後 1 時～ 4 時

●定員　5 人（先着順）
●申込方法　5 月 31 日（水）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

特設人権相談

６（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

なお、福島地方法務局郡山支局では、土・
日や祝祭日を除く平日（午前 8 時 30 分
から午後 5 時 15 分まで）に電話・面
談にて人権相談を行っています。
お急ぎの方はご利用ください。
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

1（木） 平成 29 年度田村市小学生
芸術鑑賞教室

10:00
13:30 市内小学校 5・6 年生 教育部 生涯学習課(81-1215

4（日） 福島県民謡王座決定戦   9:30 会員券が必要 大会会長 佃光堂(77-3688

11（日） 第 20 回たむら合唱祭 13:30 無料 第 20 回たむら合唱祭実行委員長　橋本
(090-6250-0825

17（土） 平成 29 年度田村市少年の主張大会
船引支部大会 13:30 無料 田村市青少年健全育成市民会議船引支部

（事務局：船引公民館）(82-1133

25（日） 田村市文化協会芸能発表会   9:30 無料 田村市文化協会
（事務局：教育部生涯学習課）(81-1215

27（火） 田村市特別支援教育啓発セミナー 14:30 関係者及び一般の希望者 教育部 学校教育課(81-1214

ひまわりひろば
●日時　5 月 10・17・24・31 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容
10 日…花の種まき、折り紙
17 日…絵本の読み聞かせ
24 日…児童公園・散歩
31 日…誕生会、シーツ遊び　
その他　季節の歌、親子遊び、
手遊びなど
●対象　０歳～６歳児

文化 文化センター 6 月の行事予定 休館日
5・12・19・26 日 *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-5530

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 6 月の休館日
1 日～ 19 日、26 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

このゆびとまれ

子ども 船引児童館 *funehiki-c@city.tamura.lg.jp　
(82-0690（ FAX 兼用）

育児講座
【ベビーマッサージ】

●日時　5 月 12 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●対象　０歳～６歳児
●申込　5 月 10 日（水）までに電話
または来所時にお申込みください。

【乳幼児の食生活について】
●日時　5 月 26 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●対象　０歳～６歳児
●申込　5 月 24 日（水）までに電話
または来所時にお申込みください。

３月 6 日の育児講座は、原竹菜月さんを講師
に「ベビーマッサージ」を行いました。
28 人が参加し、リズムに合わせてベビーヨガ
を楽しんだり、やさしくお子さんに語りかけた
りしながら、マッサージをしていました。

「ひまわりひろば」「育児講座」共に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。

「育児講座」から

●日時　5 月 27 日（土）午後 1 時 30 分
●内容　ドッヂビー競技
●対象　どなたでも参加できます

6 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 28（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 17（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 15（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 21（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

【田村市図書館休館のお知らせ】
田村市内の図書館は、図書館システムの工事のため６月１日（木）～７日（水）まで休館します。
また、図書館（本館）では６月８日（木）～ 19 日（月）までの間、蔵書点検のため休館します。
休館の日程は、下記のとおりです。たいへんご迷惑をおかけいたしますが、お間違えのないようご利用ください。

【図書館本館・各分館の休館日】全館休館　６月 1 日（木）～６月 7 日（水）　本館のみ休館　 ６月 8 日（木）～６月 19 日（月）

※図書館本館の蔵書点検後、入れ替えのためのリサイクル本（図書・雑誌など）を無料でお分けします。
　６月 20 日（火）から館内で公開しますので、直接手にとってご覧ください。
　なお、29 年度から図書・雑誌共に、先着順にお渡しします。お間違えのないようご注意ください。

【休館期間中のご利用について】
期　間 場　所 貸出・返却 予　約 ウェブ OPAC（図書検索機能）

本館 × × ×分館 × ×
本館 × × ○分館 ○ ○

６月 1 日（木）～６月 7 日（水）

６月 8 日（木）～６月 19 日（月）


