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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

あいたくなっちまったよ

きむらゆういち／作
竹内通雅／絵
児童向け

ヤマネコのお父さんは家に
帰る途中、子ネズミに出会
います。ヤマネコは子ネズ
ミを食べようとしました
が、そこにお父さんネズミ
が現れて…。お父さん絵本
の新定番です！

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 11 月の休館日
6・13・20・27 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

風切る翼

木村裕一／作
黒田征太郎／絵
児童向け

仲間がオオカミに襲われて
しまった責任を押し付けら
れたクルルはその苦しさに
ある日飛べなくなってしま
う…。寄り添う大切な友達
や家族について思い出せる
お話です。

人はなぜ語るのか

片岡輝／著

一般向け
人は物語を語り継ぐこと
で、歴史を紡いできました。
古今東西の豊富な文献を読
み解きながら、人から人へ、
過去から未来へ紡がれる語
りの本質に迫る論考です。

5 分で語る
むかし話ワールドへようこそ！

末吉正子／著

一般向け
1 つ語るのに 5 分ほどしか
かからない昔話を語るコツ
とともに多数紹介していま
す。語りをやってみたいと
いう方におすすめの 1 冊で
す。

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

文化 文化センター 11月の行事予定 休館日
6・13・20・27 日 *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-5530

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

11（土） 平成 29 年度田村市船引地区
文化祭行事「秋のコンサート」 13:30 無料 船引町音楽団体連絡協議会

宗像(86-2392

12（日） いのちの共生
語りと水と風と生きものと映画 12:30 一般 1,000 円

小～大学生無料
うつくしまふくしまいのちの
共生シンポジウム実行委員会 根本
(090-5115-7699

16（木） 第 9 回田村市小学校童謡・唱歌
音楽祭   9:30 市内小学校 4 年生

一般無料 教育部学校教育課(81-1214

19（日） 民謡研究光堂会発表会
民謡フェスティバル   9:30 無料 佃光堂(77-3688

23（木） 渡部典子ピアノ教室小学生以下の
おさらい会 13:20 無料 渡部典子ピアノ教室(82-6261

ひまわりひろば
●日時　10 月 4・11・18・25 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  4 日…運動会用旗作り
　　　　11 日…ミニ運動会

18 日…散歩（児童公園）
25 日…誕生会
　　　  手作りおもちゃ製作
その他、親子遊び、手遊び、体操
絵本の読み聞かせなど

●対象　０歳～６歳児

育児講座
●日時　10 月 20 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 奏子 先生
●申込　18 日（水）までに、来所
　　　　または電話でお申し込み
　　　　ください。

ひまわりひろばからファミリーサポート交流会
●日時　10 月 31 日（火）

午前 10 時
●内容　ファミリーサポート事業
　　　　人形劇鑑賞
●対象　ファミリーサポート会員
　　　　ファミリーサポートに
　　　　興味がある方
●申込　不要

このゆびとまれ
●日時　10 月 21 日（土）午後 1 時 30 分
●内容　縄跳び競争
　　　　参加賞を準備しています。
●対象　縄跳びができる方で、
　　　　幼稚園児以上から参加できます。

8 月 5 日に夏祭りが行われまし
た。みんなでおかし取り競争をし
た後、暑い太陽の下でかき氷やス
イカをほおばり、輪投げやスーパ
ーボールすくい、とても盛り上が
ったドジョウつかみなど楽しい時
間を過ごしました。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 10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

船引総合福祉センターでは、日頃の感謝を込
めて全館無料開放を実施しますので、ぜひご
利用ください。
●日時　10 月 21 日（土）
　　　　午前 9 時～午後 5 時まで
●内容　①入場料、入浴料、個室などの使用
　　　　　料がすべて無料になります。
　　　　②各種団体による演芸の披露ほか
　　　　　（予定）

無料開放のお知らせ

8 月 30 日、51 名の親子が参加
して、8 月生まれ児の誕生会をし
ました。エプロンシアターや紙皿
シアターを見た後、親子で絵本を
楽しみました。ひまわりひろばは
０歳～６歳のお子さんがいらっし
ゃる方ならどなたでも参加できま
す。気軽にご参加ください。

「このゆびとまれ」から

船引総合福祉センター (82-0600（ FAX 兼用）福  祉

11月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館

　　8（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（水）

26（日） 大人のおはなし会 14:00 ～（40 分程度）18 歳 以 上 の
大人 絵本の読み聞かせ、朗読、素語りなど

滝根 25（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 16（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（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

行政相談

11月14日（火）
都路行政局
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

各 

種 

相 

談

　　　特設人権相談
11 月 8 日（水） 滝根公民館
11 月 10 日（金）常葉行政局
11 月 14 日（火）船引公民館
11 月 15 日（水）大越行政局
※いずれも午前 10 時～午後 3
時人権に関する相談をお気軽にご
相談ください。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

法律相談

12 月 6 日（水）市社会福祉協議会
午後 1 時～ 4 時

●申込方法　　
　11 月 29 日（水）までに、電話で
　お申し込みください。

●定員　5 人（先着順）
●受付時間　午前 9 時～午後 5 時
　　　　　　（土日・祝日除く）

問・申

市社会福祉協議会本所(81-2166

あなたの心に残る

図書館では秋の読書週間に、あなたの心に残る思い出の一冊を
募集しています。書名と思い出のエピソードをぜひ図書館まで
お届けください。お送りいただいたメッセージは図書館の蔵書
があるものについては、図書と共に館内で紹介させていただき
ます。
●募集期限　10 月 25 日（水）
●投稿用紙　田村市図書館で配布しております。
●投稿方法　郵送、FAX、直接持参のいずれか。
問図書館本館(82-1001　 FAX 82-1291

思い出の一冊
カレーライス
（味噌汁付き）（500円）朝夕の冷え込みが感じられる季節になり

ました。10 月のおすすめメニューは、
とってもスパイシーな「カレーライス」
です。「憩いと安らぎの場」船引総合福
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 人以上でお一人　
　1,000 円を超える料理を予約の場合）

10 月のおすすめメニュー


