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エゴマ搾油北部作業所
ｰ 5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

　必読、今月のオススメ。 

神隠しの教室

山本悦子／著
児童向け

加奈はお腹が痛くなり保健
係のバネッサに連れられて
保健室に行くが、保健室に
先生はおらず、職員室にも
他の教室にも唐突に誰もい
なくなってしまった。様々
な問題を抱えた 5 人の子供
たちの物語。

牧野植物図鑑の謎

俵浩三
一般向け

天才植物学者・牧野富太郎
について、伝記にも図鑑に
も載っていない、植物図鑑
の黎明期に村越三千男とい
う競争相手との間に起った
ドラマを追った 1 冊。

図案数 230
消しゴム＆ゴム板はんこ

しろたえ／著
一般向け

作って押して楽しい消しゴ
ムはんこやゴム板はんこの
作り方やインクのアレンジ
などを紹介しています。初
めての方にも分かりやすい
内容です。

6月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 15（金） 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（水） 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 14（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

都路 　6（水） おはなし会（都路こども園内） 15:30 ～（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 20（水） おはなし会（文化の舘） 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

子ども

ひまわりひろば
●日時　5 月 9・16・23・30 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　  9 日…花の種まき、折り紙
　　　　16 日…児童公園、散歩
　　　　23 日…絵本の読み聞かせ

30 日…誕生会、シーツ遊び
●その他　体操、手遊び
　　　　　絵本の読み聞かせ など
●対象　０歳～６歳児

わくせいキャベジ動物図鑑

tupera tupera ／著
児童向け

地球から 831 光年はなれた
銀河にあるキャベツの星に
住む野菜の動物たちを図鑑
のように紹介しています。
友達や家族と開きたいとて
も面白い絵本。

３月 14 日のひまわりひろばは、「おめ
でとう会」を行いました。74人が参加し、
ひまわりひろばを通してお友達になった
みんなと一緒に、おめでとうカードも作
りました。

「育児講座」「ひまわりひろば」は０歳
～６歳までのお子さんなら、どなたでも
参加できます。お気軽においでください。

「ひまわりひろば」から

6月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ
　2（土）
　3（日） 田村市文化協会作品展示会 9:00 無料 田村市文化協会

（事務局：生涯学習課）(81-1215

16（土） 平成 30 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

24（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：生涯学習課）(81-1215

26（火） 田村市特別支援教育啓発セミナー 14:30 希望者 教育部 学校教育課　(81-1214

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-55306 月の休館日
4・11・18・25 日

図書館本館では、６月１日（金）～ 10 日（日）までの間、
蔵書点検のため休館いたします。たいへんご迷惑をお
かけいたしますが、市内各分館をご利用ください。
また、図書・雑誌などのリサイクル本を毎月無料で配
布していますが、蔵書点検後は通常より多くリサイク
ル本を配布します。6 月 12 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、図書・
雑誌共に、先着順にお渡しします。
※雑誌のリサイクル本を配布するのは蔵書点検後の
　みです。

【田村市図書館本館休館のお知らせ】 【こども語り手が読売新聞で紹介されました】
3 月 4 日（日）に横浜市で開催された「青い地球に言
葉の種を！」に、こども語り手の７人が参加しました。
子どもたちは、たくさんのお客さんや、詩人の谷川俊
太郎さん、作曲家の谷川賢作さんを前に田村市に伝わ
る昔語りを語りました。
また、読売新聞の子ども記者
から取材を受け、夕刊読売新
聞ジュニアプレスに掲載され
ました。

6 月の各種相談会相談

法律相談

6（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 30 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(68-3434

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
　松山秀明 氏（滝根町）　 (78-3532
　助川富士子 氏（船引町）(82-1801
問総務部 総務課(81-2111

特設人権相談

12（火）船引公民館
午前 10 時～午後 3 時

 20（水）大越行政局
午前 10 時～午後 3 時

人権に関する相談（家族、近隣関係、
学校・職場の問題など）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

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(81-2135 へ

Advertisement広告欄

　問教育部 生涯学習課(81-1215歴史民俗資料館文化

お茶会
●日時　５月 20 日（日）
　　　　午前 10 時
　　　　※茶菓がなくなり次第終了
●場所　歴史民俗資料館           
●参加費　無料
●講師　茶道 宗徧流 芳樹会

育児講座

●日時　5 月 11 日（金）
午前 10 時 30 分

●講師　原竹菜月さん
●申込　5 月 9 日（水）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

【ベビーマッサージ】 【乳幼児の食生活】
●日時　5 月 18 日（金）

午前 10 時 30 分
●講師　市栄養士
●申込　5 月 16 日（水）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。
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