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たむら市政だより広告（有料）募集中
●掲載位置　　表紙・裏表紙を除く各ページの最下段
●申込方法　　所定の申込書に広告原稿を添えて提出
●規格　　　　１号広告…縦 45.5 ㎜×横 170mm
　　　　　　　２号広告…縦 45.5 ㎜×横 82.5mm
●広告料　　　１号広告…２０, ０００円（１回）
　　　　　　　２号広告…１０, ０００円（１回）
●締め切り　　各号発行日（毎月１日）の２０日前まで
●その他　　　詳しくは、 総務部 総務課(81-2117 へ

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

まちづくりの哲学
都市計画が語らなかった

「場所」と「世界」42 本のローソク

塚本やすし／著

児童向け
下町に暮らす少年のお父さ
んは今年の誕生日で〝やく
どし〟。やくどしには何か悪
いことがあると知った少年
は、お父さんのためにいち
ごのショートケーキを買お
うとお金を貯めはじめます
が…。

メロンとスイカの歴史
ＴＩＭＥ ＬＩＮＥ
- タイムライン -

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

3（日） 歌謡フェスティバル 10:00 無料 歌謡研究やまびこ会 佃光堂(77-3688

10（日） 第 7 回ふれあい歌謡祭 11:00 無料
（整理券が必要）

たむらカラオケ愛好会
（からおけはちまん内）(82-0336

13（水） 平成 29 年度田村市船引町
老人クラブ連合会老人自慢大会 13:30 無料 市社会福祉協協議会(81-2166

23（土） 第 44 回船引中学校
合唱部・吹奏楽部合同定期演奏会 13:30 無料 船引中学校(82-0102

文化 文化センター 9 月の行事予定 休館日
4・11・19・25 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 9 月の休館日
4・11・18・25 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

9 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
13（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
27（水）

滝根 30（土） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（30 分程度）幼児～小学生 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など
大越 　7（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 20（水） おはなし会（常葉公民館内） 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

ピーター・ゴーズ／著

児童向け
宇宙の始まりから現在に至
るまでの地球の歴史が大き
な画面いっぱいのイラスト
で描かれています。画面の
中でさまざまなエピソード
が描かれているので、探す
楽しみもある歴史の入門書
です。

代官山ステキなまちづくり
協議会／企画・編集

蓑原敬・宮台真司／著
一般向け

良いまちとは何かという議
論に始まり、ライフスタイ
ルや現代を生きる人の精神
構造など、一見まちづくり
と関係がなさそうな分野の
見地から、まちづくりにつ
いて対談形式で書かれてい
ます。

ひまわりひろば
●日時　8 月 2・9・23・30 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　2・9 日…水遊び
　　　　23 日…新聞紙遊び

30 日…誕生会・絵本の読み聞かせ
その他、季節の歌・体操・親子遊び
手遊びなど

●対象　０歳～６歳児

育児講座
●日時　8 月 22 日（火）

午前 10 時 30 分
●内容　親子でヨガ
●講師　ヨガインストラクター
　　　　村上 聖美 先生
●対象　０歳～６歳児
●申込　19 日（土）までに、来所
　　　　または電話でお申し込み
　　　　ください。

6 月 17 日に行われた「パパとあ
そぼう」では、35 人の親子が参
加しました。
歌遊びでは、お父さんならではの
ダイナミックな動きに子どもたち
は満面の笑顔でした。一緒に作っ
た車は、走りが最高でした。

●対象　子育て支援に関心のある方（年齢・性別・資格は問いません）
　　　　※託児室を子育て支援センター内に準備しますので、希望する方はお申し込みください。
●日程・内容　下表のとおり　　　●会場　船引公民館
●申込方法　保健福祉部社会福祉課または各行政局市民課、子育て支援センターに備え付けの申込書に記入し、
　　　　　　お申し込みください。なお、申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
●その他　全課程を修了した方は、ファミリーサポートの預かり会員に登録できます。
　　　　　都合の良い講座のみの受講もできます。
開催日 時間 内容 講師

　                         　9/8（金）   9:00 ～ 12:00 保育の心　※開講式を含む 市保育士
13:00 ～ 15:00 小児看護の基礎知識Ⅰ 市保健師

  9/11（月） 10:00 ～ 12:00 小児看護の基礎知識Ⅱ 市保健師
  9/15（金） 13:00 ～ 16:00 子どもの栄養と食生活 市栄養士
  9/25（月） 13:00 ～ 15:00 心の発達と保育者のかかわり 大玉村スクールソーシャルワーカー  増田 泰司 氏
  9/27（水） 14:00 ～ 16:00 身体と発達の病気 東部台こどもクリニック院長  佐藤 守弘 氏
  10/5（木） 13:00 ～ 15:00 障害のある子の預かりについて 本宮市発達支援アドバイザー  佐藤 由美子 氏

  10/6（金） 10:00 ～ 12:00 子育て支援サービスを提供するために コーチングカウンセリング実践会  門馬 俊光 氏
13:00 ～ 15:00 子どもの遊び 市保育士

10/19（木）   9:00 ～ 12:00 普通救命講習会（小児用） 田村消防署救命士
10/20（金） 13:00 ～ 15:00 子どもの生活へのケアと援助 市保育士
※ 10 月 19 日（木）は、参加人数により、日程・会場が変更になります。

平成 29 年度「ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ養成講習会」受講者募集

 ざるそば（500円）

船引総合福祉センター
8 月のおすすめメニュー

セミの鳴き声がにぎやかな季節に
なりました。今月のおすすめメニ
ューは、「ざるそば」です。暑い
この時期にピッタリのざるそば
を、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
　一人 1,000 円を超える料理を
　予約の場合）
問 (82-0600（ FAX 兼用）

シルヴィア・ラブグレン／作
龍和子／訳
一般向け

スイカの種は実は美味し
い！？ メロンと生ハムとい
う組合せにはちゃんと理由
があった！ などなど、夏を
代表するフルーツの歴史が
詳しく書かれた 1 冊です。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 8月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 27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

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　8 月 31 日（木）
　　　  午前 10 時 30 分
●内容　歌、リズム遊び、探検遊び
　　　　絵本の読み聞かせなど
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者

広告欄 Advertisement

「パパとあそぼう」 から

 

行政相談

12（火）
大越行政局
午後 1 時 30 分
　～ 3 時 30 分

●相談委員
助川 富士子 氏（船引町）
(82-1801
渡辺 みちえ 氏（都路町）
(75-3221
問総務部 総務課
(81-2111

特設人権相談

5（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

問福島地方法務局 郡山支局
(024-962-4500

9 月の各種相談会


