
各施設の催しなど各施設の催しなど

Tamura 2829 Tamura August.201929

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

育児講座

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

●日時　8 月 30 日（金）午前 10 時
●内容　食育　料理教室　簡単手作りおやつ
●場所　船引保健センター
●対象　お子さんとその保護者
●定員　親子 15 組（定員になり次第締め切ります）
●参加費　無料
●申込　８月23日（金）までに、来所・電話で申込ください

9月の行事予定
開催日 催し 時間 入場料 問い合わせ

　1（日）
令和元年度社会福祉法人田村市社会福祉協議会
福祉文化講演会「人生の豊かさと幸せのかたち」
講師 : 紺野　美沙子（俳優）

13:30 無料
（入場整理券が必要） 田村市社会福祉協議会　(68-3434

　4（水） 令和元年度田村市船引町老人クラブ連合会老人
自慢大会 13:30 無料 田村市船引町老人クラブ連合会

(82-2943

　8（日） 第９回ふれあい歌謡祭 10:00 無料 たむらカラオケ愛好会
（カラオケはちまん内）　(82-0336

15（日） 令和元年度船引・文珠地区敬老会 10:00 無料 保健福祉部高齢福祉課　(82-1115

22（日） 第 6 回福島県南混声合唱祭 13:30 無料 あぶくま混声合唱団　橋本
(090-6250-0825

28（土） 第 46 回船引中学校合唱部・吹奏楽部合同定期
演奏会 13:30 無料 船引中学校　(82-0102

●日時　8 月 7・21・28 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　 7 日…水遊び（タオルと水着などを持参ください）
　　　　21 日…わらべうた、新聞紙遊び
　　　　28 日…誕生会、絵本の読み聞かせ
　　　　　　　　その他　体操、手遊び、など
●対象　０～６歳児と保護者

ひまわりひろば

●対象　子育て支援に関心のある方（年齢・性別・資格は問いません）
　　　　※お子様は会場でお預かりします。　　
●会場　子育て支援センター
●申込方法　保健福祉部こども未来課または各行政局市民課、子育て支援センターに備え付けの申込書に記入し、
　　　　　　お申し込みください。なお、申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
●その他　全課程を修了した方は、ファミリーサポートの預かり会員に登録できます。
　　　　　都合の良い講座のみの受講もできます。
開催日 時間 内容 講師

9/6（金）
  9:00～10:00 開講式　保育サービスを提供するために 市保育士
10:00～12:00 保育の心 市保育士

  9/9（月）10:00～12:00 心の発達と保育者のかかわり 大玉村スクールソーシャルワーカー 増田 泰司 氏
  9/11（水）14:00～16:00 身体の発達と病気 東部台こどもクリニック院長　佐藤 守弘 氏

  9/20（金）10:00～12:00 子育て支援サービスを提供するために 福島県コーチングカウンセリング実践会
代表 門馬 俊光 氏

  9/26（木）13:30～15:30 小児看護の基礎知識Ⅰ 市保健師
9/30（月）10:00～12:00 子どもの遊び 市保育士
10/2（水）14:00～16:00 障害のある子の預かりについて 本宮市発達支援アドバイザー　佐藤 由美子 氏
10/3（木）13:30～16:30 子どもの栄養と食生活 市栄養士

10/11（金）13:30～15:30 小児看護の基礎知識Ⅱ 市保健師
10/17（木）  9:00～12:00 普通救命講習会Ⅲ（小児用） 田村消防署救命士
10/18（金）13:00～15:00 子どもの生活へのケアと援助 市保育士
※ 10 月 17 日（木）は、参加人数により、日程・会場を変更する場合があります。

「ファミリーサポート養成講習会」受講者募集

各種相談会相談

　総務大臣から委嘱を受けた委員が、
行政機関や特殊法人等への、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　9 月10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
　助川富士子さん（船引町）(82-1801
　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。
●相談日・場所
　9 月 3 日（火）　船引公民館
　9 月 5 日（木）　都路公民館
●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

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 8月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 25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

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 9 月の休館日
2・9・16・23・30 日

9月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 6・20（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 25（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 9（月） おはなし会（大越公民館内） 15:45 ～（30 分程度）乳幼児～小学生 絵本の読み聞かせ など
都路 4（水） おはなし会（都路こども園児童館部） 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 18（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。 

丸山俊一 / 著

児童向け
資本主義について分かりや
すくまとめられています。
14 歳で読むには少し難し
いかもしれませんが、これ
からを生きる子どもたち
に、そして大人にも知って
いてほしい内容です。

アンソニー・ブラウン/作・絵 
山下明生 / 訳
児童向け

ハナが誕生日にもらった小
さなゴリラのぬいぐるみが
真夜中にみるみる大きく
なって…!?　お父さんの愛
情が伝わる不思議で優しい
素敵なお話しです。

久保寺健彦 / 著

一般向け
不良達に連れて行かれた先
で、一真は登に出会った。
ディスレクシアという、文
字の読み書きに困難のある
障害を持つ登に、一真は本
の朗読をすることになる。
読書を通して繋がる二人の
物語です。

坂東眞理子 / 著

一般向け
人生で最も幸福なのは 70
代ではなかろうか。まだま
だ元気で、やれることが沢
山ある 70 代をどのように
生きるか、各節ごとになる
ほどと思う考え方が紹介さ
れています。

14 歳からの資本主義
君たちが大人になるころ

の未来を変えるために
すきです　ゴリラ 青少年のための小説入門 70 歳のたしなみ

出張ハローワーク！
　ひとり親全力サポートキャンペーン

　ハローワークは、ひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の
皆様への就職支援を行っています。児童扶養手当の現況届提
出時期に合わせて、田村市に出張相談窓口を設置します。
　ぜひ、ご利用ください。
●日時　8 月 7 日（水）午前 10 時～午後 3 時
●会場　市役所１階　102 会議室
問ハローワーク郡山　(024-942-8609

視機能低下で、就学・進学・就労にお
困りの方の支援相談を行っています。
●日時　毎週月・水・金曜日
　　　　午前 9 時～午後 4 時
●場所　県立視覚支援学校
●対象　乳幼児から成人の方まで
詳しくは、下記までお気軽にお問い合
わせ下さい。

【ＵＲＬ】
https://fukushima-sb.fcs.ed.jp/
問県立視覚支援学校(024-534-2574

視覚障がい者の教育・支援相談


