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ひまわりひろば
●日時　1 月 9・16・23・30 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容     9 日…お正月のおもちゃづくり
　　　　16 日…昔の遊び、団子づくり

23 日…誕生会、折り紙
30 日…節分製作

●その他　歌、体操、手遊び、絵本の読み
　　　　　聞かせ など
●対象　０歳～６歳児と保護者
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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 2 月の休館日

4・11・18・25 日 *kosodate@city.tamura.lg.jp　(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

各種相談会相談

●日時
　2 月 12 日（火）
　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所
　都路行政局　２階　研修室１
●相談委員
　松山 秀明 さん（滝根町） 
　　(78-3532
　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（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。
●日時・場所
　・2 月 5 日（火）　船引公民館
　・2 月 20 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

2月の行事予定

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

  3（日） 平成 30 年度  赤十字市民フォーラム 12:45 無料 日本赤十字社福島県支部田村市地区
（田村市社会福祉協議会内）(68-3434

11（月）
平成 30 年度 田村市文化センター自
主文化事業「よしもとお笑いライブ＆ 
SILENT SIREN 公開収録」

13:00 前売券 2,500 円
当日券 3,000 円 市文化センター　(82-5030

14（木） 平成 30 年度 田村市教育実践報告会 14:00 関係者
（※一般の方の入場も可）

市教育委員会 教育部 学校教育課
　(81-1214

19（火） 平成 30 年度
デュアル実習成果発表会 13:30 無料 福島県立船引高等学校 教務部

　(82-1511

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp(82-5030　 FAX 82-55302 月の休館日
4・12・18・25 日

障害や病気のある方のための「お仕
事相談会」が開催されます。仕事や
就職活動の悩みを相談してみません
か？　申し込みは不要です。
●日時
　1 月 24 日（木）
　午後 1 時～午後 5 時（予定）
●場所
　市役所　１階　101 会議室
●対象
　障害や病気のある方（障害者手帳
　の有無は問いません）、ご家族、　
　障害者雇用を検討している企業 
問県中地域障害者就業・生活支援
　センター　(024-941-0570

障害や病気のある方の
ための「お仕事相談会」

2月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 1・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 　7（木） おはなし会（大越公民館内） 10:30 ～（30 分程度）乳幼児～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（文化の舘ときわ） 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

滝根分館は、蔵書点検のため、2 月 5 日（火）から 9 日（土）まで
休館します。ご迷惑をおかけしますが、市内各館をご利用ください。

昨年 11 月 21 日の「ひまわりひろば」で、11 月生まれのお
子さんの誕生会を開催しました。その後のクリスマス製作で
は、ママさんたちが素敵なリースを作りました。「ひまわりひ
ろば」は、毎週水曜日開催。０歳～６歳までのお子さんがいる
方は、どなたでも参加できます。お気軽にお越しください。

「ひまわりひろば」から

　必読、今月のオススメ。 

阪下千恵 / 著

児童向け

見た目もかわいくて味も美
味しい！ ドーナツにクレー
プ、和スイーツやシャー
ベットなど、すべてのレシ
ピが写真付きで分かりやす
く紹介されています。

岩谷圭介 / 文
柏原昇店 / 絵

児童向け

宇宙でオナラをすると爆発
する !? 太陽は燃えているわ
けじゃない !? などなど、宇
宙についてもっと知りたく
なるような、楽しいお話が
紹介されている図鑑です。

無宗教でも
知っておきたい
宗教のことば

島田裕巳 / 著

一般向け

ニュースや映画、物語の中
で耳にするさまざまな宗教
に由来することばを、分か
りやすく解説しています。
世界の宗教を知るうえでの
入門書です。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 1月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 8日（火）・ 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

 猫とくらす

田中正紘 / 編

一般向け

猫を飼っている人は猫との
思い出を、飼ってない人は
猫と出会う日のことを想像
してしまうような、温かく
て柔らかなたくさんのエピ
ソードと、猫写真の数々が
収められた１冊です。

育児講座
●日時　1 月 21 日（月）

午前 10 時 30 分
●内容　親子で３Ｂ体操をしよう
●講師　千葉 美和 さん
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者
●申込　1 月 18 日（金）までに来所または
　　　　電話でお申し込みください。

▶ 11 月 25 日、船引町の 18 歳以上の人を対象に、「大人の
おはなし会」を開きました。読み聞かせボランティアおはな
し会「どんぐり」の方々が、紙芝居や詩の朗読、昔話や絵本
の読み聞かせなどを披露し、参加者はゆったりと耳を傾けて
いました。

はじめてのお菓子
レッスン BOOK

友チョコも
あこがれスイーツも！

へんてこりんな
宇宙図鑑

おもしろくて、
役に立たない !?

photos ＆ episodes
 by Thousands of Cat Lovers

浴室、大広間、個室などを備えた癒しの老人福祉施
設です。
入浴、休憩等に、マッサージ機も完備しています。
ご近所や気の合うグループで、ぜひご利用ください。
●利用料金
　■　老人（個人）入浴料　100 円
　■　大人（個人）入浴料　300 円
　■　老人（個人）休憩料（入浴料含む）　250 円
　■　大人（個人）休憩料（入浴料含む）　500 円
●利用時間　午前９時～午後 4 時
●定休日　　毎週月曜日

問老人憩の家 寿楽荘　(79-2218

「老人憩の家 寿楽荘」利用案内


