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10月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　2（水） 令和元年度
田村市幼稚園・保育所人形劇鑑賞会  9:30 市内幼稚園・保育所の

4・5 歳児
保健福祉部 こども未来課
(82-1000

　6（日） 第 65 回田村市船引地区文化祭行事「秋の
芸能まつり」  9:10 無料 秋の芸能まつり実行委員会

( 事務局：船引公民館）(82-1133

20（日） 福島県立田村高等学校
吹奏楽部第 44 回定期演奏会 14:00 200 円

小学生以下無料
福島県立田村高等学校
(62-2185

24（木） 第 10 回田村地方交通安全大会 14:40 無料 市民部生活環境課　(81-2272

●日時　9 月 4・11・18・25 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　 4 日…小麦粉粘土遊び
11 日…敬老の日のプレゼント製作
18 日…お散歩・所庭遊び
25 日…リズム遊び・誕生会、

その他　親子遊び、手遊び、体操、
絵本の読み聞かせ　 など

●対象　０～６歳児と保護者

ひまわりひろば

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　10 月8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
　松山秀明さん（滝根町）(78-3532
　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。
●相談日・場所
　10 月 1 日（火）　船引公民館
　10 月 15 日（火）　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

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 9月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 29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

三世代ふれあい交流館子ども (78-1112

●日時　9 月 3・10・17・24 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、手遊び、体操、絵本
の読み聞かせなど

●対象　０～６歳児と保護者
　　　　子育て相談コーナーもあります

遊びの教室

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 10 月の休館日
7・14・21・28 日

10月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 4・18（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 30（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
都路 2（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 16（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。 

尾木直樹 / 監修

児童向け
小学生高学年くらいになる
と自分の嫌な所が気になり
だします。自分がどんな人
で周りのお友達がどんな人
かリフレーミングという方
法で考えてみる授業を紹介
しています。

なかえよしを / 作 
上野紀子 / 絵
児童向け

ねこくんにいじわるをされ
て落ち込んでいるねずみく
んに、ふくろうさんがいち
ばん大切なものを教えてく
れます。いちばん大切なも
のってなんだろう？

朝日新聞取材班 / 著

一般向け
年間 800 人以上、子ども達
の命が失われています。実
際の事件や事故、自殺など
の分析からその予防と対策
について大人ができること
を考えた１冊です。

辻仁成 / 著

一般向け
人生でくじけそうになった
とき、大切な人が苦しんで
いたとき、日々の中で紡が
れた著者の言葉が集められ
た本です。下を向いてし
まったときに何気なく開い
てみてください。

尾木ママのいのちの授業①
自分のいのちを育てようねずみくんのきもち

「小さないのち」を守る 
事故、虐待、いじめ……
証言から学ぶ予防と対策

立ち直る力

若手農家グループ 「アグリ ・ クリエーターズ∞たむら」
による新鮮野菜の販売会。
どんな野菜が並ぶかは当日のお楽しみ。

●開催日　9月 11日 ( 水 )
●時間　午前 11時～午後 1時
●場所　市役所北側駐車場脇スペース

たむらマルシェ

育児講座

親子でヨガ
●日時　9 月 13 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●講師
　ヨガインストラクター
　　　　村上　聖美さん
●対象　0 ～ 6 歳児と保護者
●申込　9 月11 日（水）までに、

来所・電話で申込ください

絵本の読み聞かせ
●日時　9 月 27 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●講師
　田村市図書館おはなし会

“どんぐり”
●対象　0 ～ 6 歳児と保護者
●申込　9 月25 日（水）までに、

来所・電話で申込ください

コミュタン福島　　　　　　(61-5721催し 詳細はホームページをご覧ください。
https://com-fukushima.jp/

● 9 月イベント情報
　22日（日）コミュタンフェスティバル in Autumn　　
　☆ 7 日（土）・8 日（日）　
　　放射線探索ゲームをしよう！
　　正四面体ピラミッドランプシェードをつくろう！
　☆ 14 日（土）～ 16 日（月・祝）
　　風力発電を体験しよう！
　　広告チラシで季節の飾りを作ろう！
　☆ 21 日（土） 
　　かんたんレントゲンを体験してみよう！
　☆ 23 日（月）
　　押し花ではがきをつくろう！
　☆ 28 日（土）・29 日（日） 
　　ペットボトル霧箱をつくろう！

　
●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

★ボランティアスタッフを募集しています。
　初めての方も大歓迎です。9 月 7 日（土）・8（日）
に説明会を開催します。

このほか、ボランティア募集やイベントの詳細について
は、ホームページをご覧ください。

　図書館本館で 7 月 27 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～夏の巻～」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”のみな
さんが、夏にちなんだ絵本の読み聞かせを行いました。ま
た、クラフト教室で飛び出すカエルとヘビを作りました。
みんなとっ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夏と冬の年２
回開催です。
　詳しくは市図書館までお問い合わせください。 おはなしの広場　～夏の巻～


