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　3 月 4 日の育児講座は、「わらべうた」を行いました。優しい歌
声に合わせて、体を動かしたり、お手玉を使っての触れ合い遊びな
どを楽しみました。「ひまわりひろば」「育児講座」共に０～ 6 歳
までのお子さんがいらっしゃる方でしたら、どなたでも参加できま
す。お気軽においでください。

ひまわりひろば
●日時　5 月 8・15・22・29 日（水）

午前 10 時 30 分
●内容　 ８ 日…花の種まき、折り紙
　　　　15 日…児童公園・散歩
　　　　22 日…絵本の読み聞かせ
　　　　29 日…誕生会、シーツ遊び

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

各施設の催しなど
*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　6 月 11 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時 30 分
●場所　大越行政局 1 階 第一会議室
●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　6 月 11 日（火）　船引公民館
　　　　　　　6 月 19 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

育児講座から

育児講座

ベビーマッサージ
●日時　5 月 10 日（金）

午前 10 時 30 分
●講師　原竹菜月さん
●申込　5 月 8 日（水）までに来所または　
　　　　電話でお申し込みください。
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各施設の催しなど
図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 6 月の休館日

3・4 ～ 13・17・24 日

文化 文化センター *bunka@city.tamura.lg.jp　(82-5030　 FAX 82-5530

6月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 21（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 26（水） おはなし会（滝根公民館内） 10:30 ～（20 分程度） 乳幼児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

大越 17（月） 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   5（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 19（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

　必読、今月のオススメ。 

永幡嘉之 / 著

児童向け

原発事故後に周辺の動植物
に起きた生態系の変化やヤ
マトシジミという蝶に発現
した放射線の影響につい
て、写真と共にわかりやす
く紹介しています。

かとうまふみ / 著

児童向け

売れ残りの " かめ”がやっ
と売れたと思ったらぐちゃ
ぐちゃなものをぎゅうぎゅ
うに入れられて…ぬかどこ
すけになった！ 発酵の仕
組みも分かる楽しい絵本で
す。

mayu/ 著

一般向け

子どもがいて仕事もして、
煩雑になってしまう家事を
どうしたら良いか。著者が
見つけた「日々を回す工夫」
が所要時間と共に紹介され
ています。

渡辺優 / 著

一般向け

夏美は平凡で独り身、しか
しそれもさして気にならな
い中年の OL だった。ある
日同僚に誘われ地下アイド
ルのライブを目にする。彼
女はそこで、人生で初めて
の恋に落ちた。

原発事故で、生きもの
たちに何がおこったか。ぬかどこすけ！ わが家に心地よい

おうち効率 地下にうごめく星

乳幼児の食生活
●日時　5 月 24 日（金）

午前 10 時 30 分
●講師　市 栄養士
●申込　5 月 22 日（水）までに来所または
　　　　電話でお申し込みください。

6月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　6（木） 田村市小学生芸術鑑賞教室
ミュージカル「セロ弾きのゴーシュ」

① 10:20　
② 13:30　

市内小学生 5・6 年生
無料　（一般入場も可） 教育部 生涯学習課　(81-1215

　8（土）
　9（日） 田村市文化協会作品展示会 　9:00 無料 田村市文化協会

（事務局：生涯学習課）(81-1215

15（土） 平成 31 年度
田村市少年の主張大会船引支部大会 13:30 無料 田村市青少年健全育成市民会議船引支部

（事務局：船引公民館）(82-1133

23（日） 田村市文化協会芸能発表会   9:30 無料 田村市文化協会
（事務局：生涯学習課）(81-1215

30（日） はあもにいこんさーと 13:00 無料 はるかピアノ教室   (090-9634-3279
かとうピアノ教室   (090-7529-7210

リサイクル本をお分けします 
●場所 図書館本館
●期間 6 月 15 日（土）～ 30 日（日）午前 10 時～午後 5 時
　図書館本館では、古くなった本などの廃棄に伴い、リサ
　イクル本として欲しい方に無料でお分けします。
　なお、図書・雑誌共に、お渡しは先着順です。

　問教育部 生涯学習課(81-1215歴史民俗資料館文化

お茶会
●日時　５月 19 日（日）
　　　　午前 10 時
　　　　※茶菓がなくなり次第終了
●場所　歴史民俗資料館           
●参加費　無料
●講師　茶道 宗徧流 芳樹会

市図書館本館
蔵書点検に伴う休館のお知らせ
田村市図書館　本館では６月４日
～ 13 日までの間、蔵書点検のため
休館します。ご迷惑をおかけしま
すが、本館休館中は市内各分館を
ご利用ください。

●コミュタン福島　春フェス
　☆ 4 日（土）・5 日（日）
　　「チャリー西山先生のサイエンスショー」
　　「やさいロケットをとばそう！」
　☆２日（木）～５日（日）　
　　「人力発電・スロットカーレース」
※キッチンカーやコミュタンカフェなどの
　飲食ブースもあります！

●随時開催
　☆１日（水）・３日（金）　「割りばしで工作しよう！」
　☆１日（水）～３日（金）　「身近な光るものを探そう！」
　☆４日（土）～６日（月）　「かんたんレントゲンを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体験しよう！」
　☆ 11 日（土）・12 日（日）　 「葉脈のしおりをつくろう！」
●環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　　　　　　　　　　　　　　　　恐竜の世界／人類の旅
問福島県環境創造センター（コミュタン福島）　(61-5721

コミュタン福島 5 月イベント情報


