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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

グリーンインテリア
観葉植物のある生活

丸山亮平／編
一般向け

インテリアにグリーンをお
しゃれに取り入れてみませ
んか？様々な観葉植物を育
て方や土や鉢の選び方、道
具の選び方などを図鑑形式
で紹介しています。植物を
育てることが初めての方に
もおすすめです。

むしこぶ みつけた

新開孝／写真・文

児童向け
木の葉や枝にぷくんとふく
らんだかわいいむしこぶ。
虫が不思議な力で作ったも
のです。木の実だと思って
いたものも実はむしこぶか
も？外に探しに行きたくな
る写真絵本です。

すぐに書ける！
「頭のいい文章」ちょっとしたコツきかせたがりやの魔女

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 6月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 25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

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ
4（火） 松原のぶえ・小金沢昇司歌謡ショー 18:00 全席指定 4,500 円 ㈱エムアイ企画(03-6383-4451

6（木） 平成 29 年度
田村市中学生芸術鑑賞教室 14:00 市内中学 2 年生 教育部生涯学習課(81-1215

9（日）
新日本舞踊松栄流すみれ会
愛のチャリティーショー
第２４回夏 SUNSUN 華の舞

12:30 前売券 2,000 円
（当日券 2,300 円） 松栄流すみれ会事務局(82-2854

15（土） 第１1 回あこると音楽教室
ピアノ発表会 12:30 無料 あこると音楽教室(090-6255-9748

21（金） 平成２９年度田村市戦没者追悼式
田村市遺族会戦没者慰霊祭 13:30 関係者 保健福祉部介護福祉課(82‐1115

23（日） 日本民謡協会福島県央連合大会   9:30 無料
（会員券が必要） 佃 光堂(77-3688

30（日） 平成 29 年度社会福祉法人
田村市社会福祉協議会福祉文化講演会 13:30 無料

（入場整理券が必要） 田村市社会福祉協議会(81-2166

文化 文化センター 7 月の行事予定 休館日
3・10・18・24・31 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 7 月の休館日
3・10・17・24・31 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

7 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館

　２（日） 大人のおはなし会 14:00 ～（40 分程度） 18 歳以上 絵本の読み聞かせ、朗読 など
12・26（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

22（土） 夏のおはなしの広場 10:00 ～（1 時間程度）幼児～小学生
の低学年 おはなし会とクラフト教室

滝根 29（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 27（木） おはなし会（大越公民館内） 10:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせなど
常葉 19（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

育児講座
【小児科の先生のお話】

●日時　６月 14 日（水）
　　　　午後 2 時
●対象　０歳～６歳児の保護者
●講師　東部台こどもクリニック
　　　　院長　佐藤 守弘先生
●参加費　無料
●申込　6 月 12 日（月）までに電話
または来所時にお申込みください。

【親子で 3B 体操】
●日時　6 月 26 日（月）
　　　　午前 10 時 30 分
●対象　０歳～６歳児
●講師　千葉 美和先生
●参加費　無料
●申込　6 月 24 日（土）までに電話
または来所時にお申込みください。

ひまわりひろば
●日時　6 月 7・21・28 日（水）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容
  7 日…父の日のプレゼント作り
21 日…手作りおもちゃ
28 日…6 月生まれ誕生会、製作 
その他　親子遊び、手遊び、
絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

パパとあそぼう
●日時　6 月 17 日（土）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、製作
　　　   絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児

船引総合福祉センター 6 月のおすすめメニュー

緑が美しい季節となりました。
今月のおすすめメニューは、アツアツ
の天ぷらそば（うどん）とおにぎりの

「セットメニュー」です。
緑あふれる福祉センターで、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）

天ぷらそば（うどん）と
おにぎりセット　５００円

4 月 19 日の「ひまわりひろば」は
45 人の親子が参加し、ふれあい遊
び歌やわらべうたを楽しみました。

「ひまわりひろば」は毎週水曜日、
10 時 30 分からです。0 歳～ 6 歳
までのお子さんがいる方なら、どな
たでも参加できます。お気軽にご参
加ください。

「ひまわりひろば」から

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

ともだちつくろう
●日時　6 月８・22 日（木）
　　　  午前 10 時 30 分
●内容　8 日…父の日のプレゼント作り
　　　 22 日…しゃぼん玉遊び
その他　歌、リズム遊び、体操
　　　　絵本の読み聞かせなど

4 月 22 日にじゃがいもを植えま
した。天気も良く、子どもたちは
じゃがいもの切り口に灰汁をつけ
るのが楽しく、みんなで仲良く作
業ができました。
また、ニンジンの種もまき、収穫
を楽しみにしています。

「このゆびとまれ」から

岡田淳／作
はたこうしろう／絵

児童向け
たいていの小学校には魔女
や魔法使いがいるらしい。
ある日突然ぼくの前に現れ
た魔女は、きかせたがりや
の魔女でした。ぼくが魔女
から聞いた、６つの不思議
なおはなしです。

高橋俊一 / 著
一般向け

仕事や就職活動にメール。
様々な場面で求められるの
はいつも読み手に的確に内
容が伝わる文章です。相手
に伝わる文章を書くための
ルールとコツを分かりやす
くまとめた一冊です。

船引総合福祉センター(82-0600（ FAX 兼用）福祉

臨時休館のお知らせ
●休館日　６月 26 日（月）～ 28 日（水）
※ボイラーおよび機械設備などの
定期点検・整備作業のため、休館となります。

大人のおはなし会を開催します
読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟による大人
を対象にしたおはなし会です。
おはなしの世界に耳を傾け、ゆったりとした時間を過ごして
みませんか？
●日時　7 月 2 日（日）　　午後 2 時（40 分程度）
●場所　図書館 （本館） 　●対象　18 歳以上
●内容　絵本の読み聞かせ、朗読、
　　　　素語りなど
●定員　20 人程度

めざせ！図書館員
本が好きな方、図書館が好きな方、図書館の仕事に興味が
ある方、田村市子ども司書になってみませんか？
●会場　図書館（本館）
●内容　図書館員になるための講座を全 10 回行います。
本の分類、書棚の整理、おはなし会の実施運営、貸出返却、
本の修理など、図書館の仕事を体験してもらい、全講座終了
時には田村市子ども司書認定証を授与します。
●対象　市内の小学 4 年生～中学 3 年生
●定員　10 人　　●受講料　無料
※定員を超えた場合は、抽選になります。
●募集期限　7 月 9 日（日）　　 こども語り手養成講座「むかしばなしを語ろう」

地域の伝承や昔話を語り継ぐ若い語り手を育成します。
あなたもこども語り手になってみませんか？
●場所　図書館 （本館） 　
●内容　全 4 回の講座の終了後、10 月 8 日の「おはな
しフェスタ」での発表や横浜市で行われるイベントへの
招待を予定しています。
●対象　市内の小学 3 年生～中学 3 年生
●定員　10 人（先着順）
●募集期限　6 月 20 日（火）老人憩の家 針湯荘 (78-2010（ FAX 兼用）憩い

●休館日　6 月 15 日（木）
※館内設備点検のため、休館となります。

臨時休館のお知らせ

※常葉分館では、7 月 21 日（金）～ 30 日（日）まで蔵書点検のため休館いたします

≪ 共通事項 ≫
問・申図書館（本館）(82-1001　 FAX 82-1291


