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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 10 月の休館日
1・8・15・22・29 日

　必読、今月のオススメ。 

本屋さんのルビねこ

野中 柊／作
松本 圭以子／絵
児童向け

本屋さんのかたすみで、本
に積もったほこりから小さ
なねこが生まれました。ね
この名前はルビ。本屋さん
の看板ねこを目指し、毎日
たくさんの「はじめて」に
出会い成長していきます。

図解マインドフルネス
‐しなやかな心と脳を育てる‐

ケン・ヴェルニ／著
中野 信子／監訳
一般向け

今、アメリカでブームとなっ
ているマインドフルネス。
あらゆる判断をせず「今こ
の瞬間」に意識的に注意を
向けるという瞑想法です。
本書は、マインドフルネス
の本質と実践方法をわかり
やすく解説しています。

10 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 5・19（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 31（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

常葉 17（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

*kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

にゅうしちゃん

minchi ／作・絵

児童向け
子どもたちの歯で一番最初
に友だちとなる「乳歯ちゃ
ん」。その乳歯ちゃんのしく
みや口の中の構造をかわい
らしい絵とともにわかりや
すく説明します。歯のこと
がよくわかる絵本です。

７月 25 日は、「歯のケア」をしま
した。歯科衛生士さんから、歯磨
きの大切さや歯磨きの仕方を教え
ていただき、そめだしで実践をし
ました。参加した方は、「はみが
きで足りないところが分かった」
と話していました。

育児講座から
人口減少の未来学

内田 樹／編

一般向け
21 世紀末における日本の
人口は、およそ半数にまで
減少してしまうと予想され
ている。社会がどう変化し
てしまうのか、11 人の論
客が独自の視点で論じ、何
をすべきかを問いかける一
冊。

おはなしの広場～夏の巻～
図書館本館では 7 月 21 日、船引地区の小学 3 年生以下を対象に「おはなしの
広場～夏の巻～」を行いました。
読み聞かせボランティアおはなし会 " どんぐり " のみなさんによる、夏にちなん
だ絵本の読み聞かせを行いました。、また、クラフト教室ではジャンプガエルを
作りました。みんなとっても上手にできました！
同日開催された子ども司書養成講座の参加者もいっしょに楽しみました。
クラフト教室と合わせたおはなしの広場は夏と冬に年２回開催しています。詳し
くは田村市図書館までお問い合わせください。

各種相談会相談

●日時　10 月 16 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　常葉行政局
●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

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
　・10 月 9 日（火）船引公民館
　・10 月 17 日（水）大越行政局
●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
借金でお悩みの方を対象に、県弁護
士会所属の弁護士が無料で法律相談
を行います。
●日時　9 月 12 日（水）　
　　　　午後 1 時～ 4 時
●会場　市役所
●申込方法
　完全予約制です。９月７日（金）
　までにお申し込みください。
問市民部 生活環境課　(81-2272

多重債務無料法律相談

10 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

4（木） 第 14 回田村市老人クラブ連合会
芸能発表会 13:30 無料 田村市老人クラブ連合会

（田村市社会福祉協議会内）(68-3434

7（日） 第 64 回田村市船引地区文化祭行事
「秋の芸能まつり」   9:30 無料 秋の芸能まつり実行委員会

事務局（船引公民館）(82-1133

14（日） 福島県立田村高等学校
吹奏楽部第 43 回定期演奏会 14:00 200 円

小学生以下無料 福島県立田村高等学校　(62-2185

17（水） 平成 30 年度田村市
幼稚園・保育所人形劇場鑑賞会   9:30 市内幼稚園・保育所の

4・5 歳児 保健福祉部 こども未来課　(82-1000

21（日） 第 8 回ふれあい歌謡祭 10:00 入場券
（整理券が必要）

たむらカラオケ愛好会
（カラオケはちまん内）　(82-0336

31（水） 第 66 回福島県
身体障がい者福祉大会 12:30 関係者 公益財団法人福島県身体障がい者

福祉協会　(024-563-5125

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-553010 月の休館日
1・9・15・22・29 日

老人憩の家 針湯荘         (78-2010（ FAX 兼用）憩い

浴室タイル改修工事を行うため、下記の間休館となります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
●休館日　9 月 25 日（火）～ 10 月 7 日（日）

臨時休館のお知らせ

育児講座
●日時　9 月 14 日（金）

午前 10 時 30 分
●内容　絵本の読み聞かせ
●講師　市図書館おはなし会
　　　　" どんぐり "
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者
●申込　9 月 12 日（水）までに来所、
　　　　または電話でお申し込みく
　　　　ださい。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 9月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 30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

第 3 回たむらマルシェ
毎月開催！

●開催日 ９月 12日 ( 水 )
●受付　午前 11時～午後 1時
●場所　市役所北側駐車場脇スペース
●問い合わせ
　アグリ ・ クリエイターズ∞たむら
　やない (090-7077-0897

ひまわりひろば
●日時　9 月5・12・19・26 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容     5 日…小麦粉粘土遊び
　　　　12 日…敬老の日のプレゼント作り

19 日…お散歩、所庭遊び
26 日…リズム遊び、誕生会

●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

今、情報と想いを届ける

田村市
フェイスブック


