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ひまわりひろば
●日時　2 月 6・13・20・27 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容     6 日…手作りおもちゃづくり
　　　　13 日…新聞紙遊び

20 日…わらべうた、誕生会
27 日…お雛様作り

●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 3 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

　総務大臣から委嘱を受けた行政相
談委員が、行政機関や特殊法人等の
仕事について、意見・要望等を受け
付け、その解決を促進するようお手
伝いします。
●日時　3 月 12 日（火）
　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　常葉行政局　２階　会議室
●相談委員
　横田弥一郎さん（船引町） 
　　(82-2003
　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

　人権に関する問題（家族、近隣関
係、学校・職場など）について、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
　●　3 月 5 日（火）　船引公民館
　●　3 月 8 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

3月の行事予定

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

24（日） はしもと音楽教室発表会 13:00 無料 はしもと音楽教室　橋本美加
　(090-1063-7893

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-55303 月の休館日
4・11・18・25 日

3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

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

12 月 3 日に「親子で料理」を開催しました。おうちの人と楽
しく活動して、“バターロール de 簡単パニーニ”と“オレン
ジヨーグルトジュース”を作りました。参加者は「簡単に作れ
て、とてもおいしい」と話していました。

「育児講座」から

　必読、今月のオススメ。 

スティーブ・ワーランド / 作
井上里 / 訳
児童向け

12 歳のディランは、ある
出来事で変わってしまった
父親に戸惑っていた。ある
日、学校の授業で飛ばした
一つの紙ひこうきが、止
まっていたディランの時間
を再び動かし始める。

別司芳子 / 著

児童向け

長く伸ばした自分の髪が、
『医療用ウィッグ』として、
病気や治療で髪を失った子
どもたちの元に届けられる
…ヘアドネーションという
活動について追った１冊で
す。

16 万人の脳画像を見てきた脳
医学者が教える究極の子育て

瀧靖之 / 著

一般向け

動物図鑑、昆虫図鑑、宇宙
図鑑…などなど、世の中に
はたくさんの図鑑がありま
す。子どもたちの脳を育て
る方法として、図鑑を読む
ことを紹介しています。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 2月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 24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

筒井功 / 著

一般向け

村や里に伝わる言い伝えや
伝説、形として残る遺跡に
ついて、実際は何があった
のか。土地の風習や歴史を
紐解いて、訪ね歩き綴った
奇譚です。

育児講座
●日時　2 月 8 日（金）

午前 10 時 30 分
●内容　絵本の読み聞かせ
●講師　おはなし会“どんぐり”
●対象　0 歳～ 6 歳児と保護者
●申込　2 月 6 日（水）までに来所または
　　　　電話でお申し込みください。

▶ 12 月 22 日、船引地区の小学校３年生以下を対象に
「おはなしの広場～冬の巻～」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”の皆さんが、冬
にちなんだ絵本の読み聞かせをしたり、クラフト教室で
はいろいろな飾りを付けたどんぐり帽子を作ったりしま
した。参加した皆さん、とても上手にできました！
　クラフト教室と合わせたおはなしの広場は、年 2 回、
夏と冬に開催しています。

ペーパープレーン髪がつなぐ物語

　借金でお悩みの方を対象に、福島
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　3 月 13 日（水）
　　　　午後 1 時～午後 4 時
●場所　市役所　3 階　302 会議室
●申込方法
　完全予約制です。3 月 7 日（木）
　までにお申し込みください。

多重債務無料相談

問・申市民部 生活環境課
　　　(81-2272

　消費者被害・遺言・相続などの法
律相談に、弁護士が無料で応じます。
●日時　3 月 6 日（水）
　　　　午後 1 時～午後 4 時
●場所　田村市社会福祉協議会
　　　　（大越町上大越字古川 97）
●担当弁護士　たむら法律事務所
　　　　　　　橋本隆亮弁護士
●定員　5 人（完全予約制）
●申込方法　2 月 27 日（水）まで
　に電話でお申し込みください。定
　員になり次第、受付を終了します。

田村市社会福祉協議会
法律相談会

問・申田村市社会福祉協議会
　　　(68-3434

『賢い子』は図鑑で育てる 村の奇譚 里の遺風

読み聞かせボランティアおはなし会 " どんぐり " が、大
人を対象に実施します。おはなしの世界に耳を傾け、ゆっ
たりとした時間を過ごしてみませんか？
●日時　3 月 17 日（日）　午後２時
●場所　市図書館（本館）　　●対象　18 歳以上の方
●定員　20 人程度
●内容　絵本の読み聞かせ、朗読、素語りなど

　大人の
おはなし会


