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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 9 月の休館日
3・10・17・24 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 8月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 19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。 

疾風の女子マネ

まはら三桃／著

児童向け
女子高生が陸上部のマネー
ジャーとなり、敏腕できび
しい先輩マネージャーの姿
に心を大きく動かされた。
マネージャーの仕事をとお
して、少しずつ成長する主
人公の姿が伝わってきます。

ＳＮＳカウンセリング入門
ＬＩＮＥによるいじめ・

自殺予防相談の実際

杉原 保史・宮田智基／著

一般向け
若者のコミュニケーション
ツールであるＳＮＳは、い
じめや自殺防止のための活
用法について注目を集めて
いる。行政初のＬＩＮＥ相
談事業の取り組みや課題、
今後の展望を示しています。

9月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 7・21（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 26（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   6（木） おはなし会（大越公民館内） 15:45 ～（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） 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　8 月 1・8・22・29（水）

午前 10 時 30 分
●内容   1・8 日…水遊び
　　　　22 日…新聞紙遊び

29 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歳児と保護者

たんじょう会は
きょうりゅうをよんで

如月かずさ／作
石井聖岳／絵

児童向け
きょうりゅうが、お誕生会
のあるおうちに訪ねてき
た。あわてた子どもたちは
帰ってしまい、残ったのは
お誕生会を開いたぼくとお
母さんときょうりゅう。ど
んなことになるのか楽しみ
な１冊。

6 月 13 日に行われた「陸上競技
場であそぼう」では、36 人の親
子が参加しました。
広々とした芝生でのびのびと遊べ
て、風車も気持ちよく回り、とて
も楽しかったようで、お母さん方
はまた来たいと話していました。

「ひまわりひろば」から

9月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

13（木） 平成 30 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 田村市船引町老人クラブ連合会

(82-2943

16（日） 平成 30 年度船引・文珠地区敬老会 10:00 無料 保健福祉部 高齢福祉課
(82-1115

22（土） 第 45 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

30（日） 平成 30 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

※要入場整理券 市社会福祉協議会　(68-3434

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-55309 月の休館日
3・10・18・25 日

内脂肪を最速で落とす
日本人最大の体質的弱点

とその克服法

奥田昌子／著

一般向け
日本人は、摂取した脂肪を
より危険な内臓脂肪の形で
蓄積しやすい。肉や炭水化
物の正しい取り方、脂肪に
きく食材効果抜群の有酸素
運動などわかりやすく解説
しています。

育児講座
●日時　8 月 24 日（金）

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 聖美さん
●対象　0 ～ 6 歳児と保護者
●申込　8 月 22 日（水）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

●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）
　　　　※子育て支援センター内に託児室を準備しますので、希望する方はお申し込みください。　　
●会場　船引公民館
●申込方法　保健福祉部こども未来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
9/4（火）   9:00 ～ 12:00 保育の心（開講式を含む） 市保育士

  9/10（月）10:00 ～ 12:00 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
  9/21（金）13:30 ～ 15:30 小児看護の基礎知識Ⅰ 市保健師
  9/26（水）14:00 ～ 16:00 身体の発達と病気 東部台こどもクリニック院長　佐藤 守弘 氏
  9/28（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
10/1（月） 10:00 ～ 12:00 子どもの遊び 市保育士
10/3（水） 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
10/5（金） 13:30 ～ 16:30 子どもの栄養と食生活 市栄養士
10/12（金）13:30 ～ 15:30 小児看護の基礎知識Ⅱ 市保健師
10/18（木）  9:00 ～ 12:00 普通救命講習会（小児用） 田村消防署救命士
10/19（金）13:00 ～ 15:00 子どもの生活へのケア―と援助 市保育士
※ 10 月 18 日（木）は、参加人数により、日程・会場が変更になる場合があります。

平成 30 年度「ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ養成講習会」受講者募集

各種相談会相談

視覚障がい者の教育相談
●日時　毎週月・水・金曜日
　　　　午前 9 時～午後 4 時
●場所　県立視覚支援学校
●対象　乳幼児から成人の方まで
詳しくは、県立視覚支援学校まで、
お気軽にお問い合わせ下さい。

【ＵＲＬ】
https://fukushima-sb.fcs.ed.jp/
問県立視覚支援学校
　(024-534-2574

ひとり親家庭のための就職相談
ハローワーク郡山および県中保健事務所が出張相談会を行い
ます。ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の方の職業相談、
就業支援について、仕事を探している方や転職を考えている
方など、相談に応じますので、ぜひご利用ください。
●日時　8 月 14 日（火）、16 日（木）
●会場　市役所
問保健福祉部 こども未来課(82-1000

●日時　9 月 11 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　都路公民館
●相談委員
　助川富士子 さん（船引町） (82-1801
　渡辺みちえ さん（都路町）(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

行政相談
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。
●日時・場所
　・9 月 4 日（火）船引公民館
　・9 月 5 日（水）都路公民館
●時間　午前 10 時～午後 3 時
問福島地方法務局 郡山支局
　(024-962-4500

特設人権相談


