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

11月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　1（金） 令和元年度
福島県立船引高等学校芸術鑑賞教室 13:30 関係者（一般入場も可）

無料
福島県立船引高等学校
(82-1511

　9（土） 令和元年度　田村市船引地区文化祭行事
「秋のコンサート」 13:30 無料 船引町音楽団体連絡協議会

宗像(86-2392

13（水） 第 15 回　田村市老人クラブ連合会
芸能発表会 13:30 無料 田村市老人クラブ連合会

（田村市社会福祉協議会内）(68-3434

17（日） チャリティーショー
京扇流の舞〈創作舞踊〉 12:30 前売券　1,500 円

当日券　1,800 円 京扇流藤紫会　佐藤(82-3879

22（金） 令和元年分　年末調整および消費税軽減
税率制度説明会 13:30 関係者 郡山税務署(024-932-2057

24（日） 歌謡フェスティバル 10:00 無料 佃 光堂(77-3688

●日時　10 月 2・9・16・23・30 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　 2 日…運動会用旗作り
 9 日…ミニ運動会
16 日…お散歩（船引児童館公園）
23 日…手作りおもちゃ
30 日…誕生会・絵本の読み聞かせ
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　11月12日（火）
　　　　午後 1 時30分～ 3 時30分
●場所　大越行政局 1 階 第一会議室
●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。
●相談日・場所
　11 月 5 日（火）　田村市役所
　11 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

特設人権相談エゴマ搾油北部作業所
ｰ 10月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 27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

●日時　10 月 1・8・15・22・29 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 11 月の休館日
4・11・18・25 日

11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 ～（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 18（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 6（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 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

必読、今月のオススメ。

佐藤まどか / 作 
木村いこ / 絵
児童向け

卓の飼い猫のポロは重い病
気でもうすぐ死んでしまい
ます。ポロを助けたい卓は
お父さんに頼んで、ポロの
心を人工知能に移し、ネコ
型ロボットにしますが…

寺島ゆか

児童向け
猫のねこはちと金魚のきん
とっとが、風邪をひいたす
みれちゃんのお見舞いに行
きますが…水槽から出た
きんとっとが苦しみ始め
て！？迫力のある絵がかわ
いい絵本です。

大内孝夫

一般向け
大人になってから音楽を
やってみよう！と思ってい
る方向けに音楽教室の様子
や人気の楽器、音楽の学び
方のスタイルなど詳しく紹
介されています。

小野不由美

一般向け
住人は入れ替わっても、家
はそこに長く在るもので
す。住居にまつわる怪異の
類を差し障りの無いように
修繕する大工のお話。1 巻
目と合わせて読みたいホ
ラー短編集です。

ぼくのネコが
ロボットになったねこはちときんとっと

そうだ！音楽教室に行こう 
ビギナーも、ガチ派も、

再チャレンジ派も !!
営繕かるかや怪異譚

　その弐

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　10月 9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

ベビーマッサージ
●日時　10 月 21 日（月）
　　　　午前 10 時 30 分
●講師　原竹　菜月さん
●申込　10 月18 日（金）までに、

来所・電話で申し込みくださ
い

●日時　10 月 28 日（月）
　　　　午前 10 時
●内容　アロマでリフレッシュ、

ファミリーサポート事業の紹介
●対象　ファミリーサポート会

員、ファミリーサポートに興
味がある方

●申込　10 月18 日（金）までに、
来所・電話で申し込みくださ
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/

● 10 月イベント情報
　6 日（日）コミュタン福島・秋フェス　　
　☆ 12 日（土）～ 14 日（月・祝）
　　燃料電池を体験してみよう！
　　鏡で不思議な虹をつくろう！
　☆ 19 日（土）・20 日（日） 
　　ロボットプログラミング教室
　　つみきで創作しよう！
　　CD ホバークラフトをつくろう !

　☆ 26 日（土）・27 日（日） 
　　森の木で動物のマスコットをつくろう！
　　いろいろな折り紙に挑戦しよう！
　
●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。
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。

三世代ふれあい交流館 (78-1112子ども

「ふれあいおはなし会」 と
講演 「物語の可能性～読書がひらく未来～」

秋の読書週間にお友達や家族で本の世界を楽しんでみませんか？
●日時・内容　11 月 2 日（土）
　午後１時30分～「ふれあいおはなし会」
　　　２時00分～ 講演「物語の可能性～読書がひらく未来～」
　　　３時30分終了予定
●講師　NPO 法人 語り手たちの会 理事　宮﨑 亜古
●会場　船引公民館 2 階 ホール
●対象　幼児・小学生程度（保護者・一般の方も楽しめます）
●参加費　無料
●申込期限　10 月 31 日（木）までに図書館本館に電話か申

込用紙で申し込みください
●内容　子どもから大人まで楽しめるおはなし会と、大人向け

の読書を通した学びについての講演会です。 
　子どもはもちろん、子育て中の方、日ごろから子ども
に関わることの多い方はぜひ、お越しください。

ファミリーサポート交流会

利用できる図書館が広がります
　こおりやま広域圏（郡山市・須賀川市・田村市・本宮
市・大玉村・鏡石町・天栄村・猪苗代町・石川町・玉川
村・平田村・浅川町・古殿町・三春町・小野町の 15 市
町村）にお住いの方は、10 月 1 日から、こおりやま広
域圏内の図書館を利用できます。
各図書館によって、サービス内容や利用方法が異なりま
す。詳しくは利用したい図書館にお問い合わせください。
≪利用の仕方≫
●登録　利用したい図書館で登録の手続きをします。氏

名・住所などが確認できるものをお持ちくださ
い。

●かりる　利用する図書館で発行される利用カードを使
います。貸出冊数・期間は各市町村によって異
なります。

●かえす　図書を借りた図書館に返却します。


