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各施設の催し・募集など各施設の催し・募集など

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 1 月の休館日
1 ～ 3・8・15・22・29 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

文化 文化センター 1月の行事予定 休館日 1 ～３・９・
15・22・29 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

7（日） 平成 30 年 田村市成人式 10:00 関係者 教育部 生涯学習課(81-1215

12（金） 平成 30 年 田村市立志式 14:00 市内中学 2 年生・
保護者・教職員など 教育部 学校教育課(81-1214

21（日） 赤十字市民フォーラム 13:00 無料 田村市社会福祉協議会
(81-2166

28（日） 第 13 回
たむらバンドフェスティバル 13:00 無料 たむらバンドフェスティバル実行委員会

(82-0102

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 12月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 12日（火）・ 24 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

ひまわりひろば
●日時　12 月 6・13（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  6 日…誕生会、劇遊び

13 日…お楽しみ会
その他、歌、体操、手遊び
絵本の読み聞かせなど

●対象　０歳～６歳児

　必読、今月のオススメ。 
クリスマスを探偵と

伊坂幸太郎／文
マヌエーレ・フィオール／絵

児童向け
クリスマスイブも尾行調査
をしていた探偵のカールは、
その途中で出会ったサンド
ラという男に身の上話をす
る…。子どもにも大人にも
届けたい素敵なクリスマス
のお話です。

トップリーグ

相場英雄／著

一般向け
総理大臣や官房長官、与党
幹部に食い込んだ記者を指
す「トップリーグ」である
松岡と、都内の埋立地で発
見された一憶五千万円の真
相を追う酒井が命を賭して
政治の不正を追及する！

震災ジャンキー

小林みちたか／著

一般向け
東日本大震災の直後から現
在に至るまで被災地に入り
続け、支援活動を続ける青
年のドキュメントです。時
間の経過とともに変わりゆ
く災難の中で生きる姿を如
実に綴っています。

1月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館
10（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

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 27（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

常葉 17（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

育児講座

10 月 20 日は「親子でリズム体操」
を行い、33 名の親子が参加しまし
た。親子でいっぱい体を動かした
後は、パラソルバルーンをみんな
で作って、中に入ったときは感動
の笑顔でした。

【都路分館の休館日のお知らせ】
図書館都路分館では、1 月 15 日（月）から 19 日（金）まで蔵書点検のため休館いたします。
ご迷惑をおかけしますが、市内各館をご利用ください。

白尾元理／著

児童向け
月に関する疑問のすべてに
分かりやすく答えた 1 冊
です。イラストや写真も多
く楽しく読めます。読めば
みんなお月さま博士になれ
る！

ゆかいなイラストですっきりわかる
月のきほん

このゆびとまれ
●日時　12 月 9 日（土）午前 10 時
●内容　クリスマス会
●対象　幼児から大人まで
　　　　（幼児は大人同伴）
●参加料　300 円
●申込　12 月 4 日（月）までに参加料
　　　　を添えて、児童館にお申し込み
　　　　ください。

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

Advertisement広告欄

ファミサポ講習会
9 月 8 日～ 10 月 20 日にわたりファ
ミリーサポート養成講習会を実施し
ました。10 人の受講者があり、４人
の方が新たに預かり会員になりまし
た。ファミリーサポートセンターでは、
随時会員を募集しています。詳しい内
容を知りたい方は、ファミリーサポー
トセンターにご連絡ください。

あんかけラーメン
（500 円）

12 月になり、日一日と寒さが増す季節になりました。
今月のおすすめメニューは、寒いこの時期にピッタリの

「あんかけラーメン」です。

船引総合福祉センター
12 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（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）

アツアツのあんかけに野菜
が入って、体の中から温ま
ります。

●開演日　
　平成 30年３月４日（日）午後４時開演
●入場料
　全席指定　前売券　一般 2,500 円　中学生以下 500円
　　　　　　当日券　一般 3,000 円　中学生以下 500円
●チケット販売日
　12 月 12 日（火）より各販売窓口にて販売します。
　※電話予約は 12 月 12 日（火）午後 1 時 30 分から
　　田村市文化センターで受付ます。
●チケット販売時間
　午前 8 時 30 分～午後５時 15 分（12 日は午前 9 時より）
　※船引公民館では、土日・祝日も販売します。
　※年末年始（12 月 29 日から１月３日）は販売を行いません。
●販売窓口　田村市文化センター（船引公民館）
　　　　　　各公民館
　※主催者・出演者の都合により内容等、その他一部変更になる場合もありますので、
　　あらかじめご了承ください。
　※未就学のお子様のご入場は、ご遠慮ください。
問文化センター　(82-5030

新・純邦楽ユニット "WASABI" がコンサートを行います。
WASABI とは津軽三味線、尺八、箏、太鼓による和楽器だけのバンドです。
津軽三味線奏者である吉田兄弟の兄・吉田良一郎が取り組む新しい試みです。

新・純邦楽ユニット ＷＡＳＡＢＩ
平成 29年度田村市文化センター自主文化事業

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


