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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 11 月の休館日
5・12・19・26 日

　必読、今月のオススメ。 
図解でわかる

14 歳からわかる
天皇と皇室入門

山折 哲夫／監修
大角 修／著
児童向け

平成 30 年を区切りに、平
成時代の象徴天皇が退位、
平成 31 年 5 月 1 日に新天
皇の即位が決定。改めて注
目を浴びる天皇制の歴史か
ら政治的、文化的意味まで
をわかりやすく解説してい
ます。

11 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容

本館 2・16（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 28（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 15（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

都路   7（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 21（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

うさぎのマリーの
フルーツパーラー

小手毬 るい／作
永田 萠／絵
児童向け

森のなかにあるうさぎのマ
リーさんのフルーツパー
ラー。子どもたちはみんなマ
リーさんのフルーツパフェ
が大好きです。ある日、お店
に「少しのあいだお休みし
ます」という紙があり ･･･。
森の動物たちとマリーさん
の心あたたまる物語です。

8 月 24 日の「育児
講座」はヨガを楽
しみました。体を
いっぱい動かし、
ストレス発散にな
りました。

育児講座から

  図解でわかる！
メール営業

平野 友朗／編

一般向け
仕事でメールを使う場面が
増えてきた昨今、ビジネス
メール教育の第一人者とし
て知られる著者が、わかり
やすくメール営業の基礎か
ら応用までを伝授します。
メール営業力アップまちが
いなし。

おはなし絵本講演会 語りかける子育て
おはなし絵本講演会「語りかける子育て」を開催します。
●日時　11 月 4 日（日） 午後 1 時 30 分　●場所　市役所 １階 多目的ホール
●対象　子育て世代、一般　　　　　　　●定員　100 人程度
●講師　絵本作家 こがようこ さん
●内容
　絵本の読み聞かせや「おはなし」のもつ魅力、テクニックなどを紹介します。
　詳しくは市図書館本館までお問い合わせください。

各種相談会相談

●日時　11 月 13 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　大越行政局
●相談委員
　横田 弥一郎 さん（船引町） (82-2003
　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
　・11 月 6 日（火）船引公民館
　・11 月 9 日（金）常葉行政局
●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　11 月 14 日（水）　
　　　　午後 1 時～ 4 時
●会場　市役所
●申込方法
　完全予約制です。11 月 8 日（木）
　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

11 月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

10（土） 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

11（日） 白ゆり会 秋のおさらい会 12:00 無料 白ゆり会 佐藤(84-2742

18（日） 5 周年チャリティー公演
京扇流の舞 12:30 前売券 1,500 円

当日券 1,800 円 京扇流藤紫会(82-3879

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-553011 月の休館日
5・12・19・26 日

育児講座
●日時　10 月 15 日（月）

午前 10 時 30 分
●内容　ベビーマッサージ
●講師　原竹 菜月 さん
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者
●申込　10月12日（金）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 10月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 28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 4 回たむらマルシェ
毎月開催！

●開催日 10月 10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　10 月3・10・17・24・31 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容     3 日…運動会用旗作り
　　　　10 日…ミニ運動会

17 日…散歩（児童公園）
24 日…手作りおもちゃ製作
31 日…絵本観察・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

三世代ふれあい交流館      　　　(78-1112教室

●日時　10 月 16 日、23 日、30 日（火）
　　　　午前 10 時～ 11 時 30 分
●内容　親子遊び、手遊び、体操、絵本の読み聞かせなど
●対象　０歳～６歳児と保護者
詳しくは三世代ふれあい交流館に確認ください。

遊びの教室
今、情報と想いを届ける

田村市
フェイスブック

ファミリーサポート交流会
●日時　10 月 29 日（月）

午前 10 時
●場所　子育て支援センター
●内容　ファミリーサポート事業に
　　　　ついて、３B 体操
●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

保育に生かす
おはなしテクニック

こがようこ／著

一般向け
子どもたちへの「語り」は、
語り手と聞き手の間に入る
ものがなく、一人ひとりと
目を合わせ、直接心に語り
かけることができます。著
者の経験を踏まえ、「おはな
し」のテクニックを紹介する
ほか、オリジナル「おはなし」
が 35 話ついています。


