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ひまわりひろば
●日時　3 月 6・13 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容     6 日…リズム遊び、誕生会
　　　　13 日…おめでとう会
●その他　体操、手遊び、絵本の読み聞か
　　　　　せなど
●対象　０～６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 4 月の休館日

1・8・15・22・29 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　4 月 9 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
　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
　4 月 2 日（火）　船引公民館
　4 月 10 日（水）　滝根公民館
●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

4月の行事予定

開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

  7（日） 第 44 回 石井ピアノ教室発表会 13:00 無料 石井ピアノ教室　(86-2002

21（日） 第 5 回 桜まつり歌謡祭 10:00 無料 たむらカラオケ愛好会
（カラオケはちまん）　(82-0336

29（月） 平成 31 年度
ふねひき春のうたまつり 9:30 一般　500 円 船引町民謡民舞の会連絡協議会

（事務局：船引公民館）　(82-1133

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-55304 月の休館日
1・8・15・22・30 日

4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 24（水） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（20 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 10（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 17（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

1 月 21 日、千葉美和さんを講師に迎え、「親子で３Ｂ体
操をしよう」を開催。体をたくさん動かしながら、親子は
楽しくふれあいました。
ひまわりひろば・育児講座は、0 ～ 6 歳のお子さんがいる
方なら誰でも参加できます。お気軽においでください。

「育児講座」から
　必読、今月のオススメ。 

クロエ・プラルノ / 作・絵
うちださやこ / 訳

児童向け

オーケストラのコンサート
まであと１週間。 でも、マ
エストロが困っています。
なんと楽団員がみんなバカ
ンスに行ってしまった !? 世
界各地の人混みから楽団員
を探しましょう！

こがようこ / 文
たかおゆうこ / 絵

児童向け

ふわふわちゃんはお出かけ
中。出かけた先で出会った
犬さんに「こんにちは！」
と挨拶すると…？
挨拶に合わせてにこっと微
笑んでしまう絵本です。

子どもの自己肯定感を高める

石田勝紀 / 著

一般向け

子どもの数だけ、それぞれ
違う性格個性を持った子ど
もがいます。本書では多く
の子どもたちのパターンに
触れ、時と場合に応じて親
はどんな言葉をかければい
いかを紹介しています。

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 3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

中村恒子・奥田弘美 / 著

一般向け

89 歳となった現在も精神
科医として患者の心の不安
と向き合っている中村恒子
医師。そのちょうど良い生
き方を、同じく精神科医の
奥田弘美医師が聞き書きを
した 1 冊。

オーケストラ
世界の町で

楽団員をさがそう！
ふわふわちゃん

おでかけこんにちは

　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

10 の魔法のことば
心に折り合いをつけて
うまいことやる習慣

　財務省 福島財務事務所では、返
済しきれないほどの借金を抱え、お
悩みの方々からの相談に応じていま
す。借金の状況をお聞きし、必要に
応じて弁護士・司法書士などに引き
継ぎます。秘密厳守、相談無料です。
●相談窓口　
　財務省 福島財務事務所 理財課
　（福島市松木町 13-2）
●受付時間　
　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前 8 時～正午
　午後 1 時～午後 4 時 30 分

多重債務・貸金業
に関する相談窓口

問・申  財務省 福島財務事務所
　　　 理財課　(024-533-0064
　　　 （多重債務者相談窓口専用）

一緒に
遊ぼう！

おはなしの
広場

～春の巻～

　図書館では、小学生を対象に、
春のおはなし会を開催します。
　子ども読書週間のまっただ
中、桜が咲いた図書館にぜひお
越しください。

●日　時　4 月 27 日（土）
　　　　　午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分
●場　所　市図書館（本館）
●対　象　小学生程度
●その他　参加無料、申し込み不要。
　　　　　内容は小学生向きの読み聞かせですが、
　　　　　どなたでも参加できます。


