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

●日時　11 月 6・13・20・27 日（水）、
16 日（土）

午前 10 時 30 分
●内容　 6 日…七五三の袋作り

13 日…シーツ遊び
16 日…運動遊び
20 日…劇遊び
27 日…誕生会・リズム遊び
その他　歌、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

ひまわりひろば

エゴマ搾油北部作業所
ｰ 11月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 12日（火）・ 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

●日時　11 月 5・12・19・26 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分
※ 12 日は「ハートフルハート

未来を育む会」による遊びの
教室です。

●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
遊びの教室以外でも自由にご利
用いただけます。

遊びの教室

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 12 月の休館日　2・9・16・23 日
年末年始の休館　12月29日～1月3日

12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 15（日） おはなし会（滝根公民館内）   9:30 ～（2 時間程度） 小学生程度 絵本の読み聞かせ、クラフト作成
（要申込・参加費有）

大越 25（水） おはなし会（大越公民館内） 10:30 ～（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。

谷口智則

児童向け
ある日、夜空から星がなく
なってしまいました。ブル
ドック探偵はいなくなった
星たちを探しに聞き込み調
査を始めます。夢や希望を
お星さまにお祈りしたくな
るお話です。

市原淳 / 作 
開一夫 / 監修
児童向け

不思議な絵と、もいもいと
いう言葉が繰り返し出てき
ます。赤ちゃん学絵本プロ
ジェクトの実験の中で生ま
れたユニークな赤ちゃん絵
本です。

エダジュン

一般向け
様々なバリエーションの鍋
の素が紹介されています。
どんな食べ方ができるか、
鍋の素に合わせたシメや隠
し味など、この冬に試して
みたいレシピ集です。

佐藤俊

一般向け
駅伝走者になれなかった
者、再起を図る者、別の形
で箱根を支える者、2017
年の東海大学陸上部を追っ
たノンフィクション小説で
す。

ブルドッグたんていと
きえたほしもいもい

極旨・鍋スープの作り方
バリエーションは無限大！

鍋の素
箱根0区を駆ける者たち

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

12月の行事予定
開催日 催し 時間 対象・入場料 問い合わせ

　7（土） 令和元年度 田村市 PTA 連合会講演会 13:00 関係者
無料

田村市 PTA 連合会
事務局（滝根中学校）(78-2024

13（金） 高齢者学級合同講演会
「ごぼう先生の笑顔を作る健康体操」 13:30 関係者（一般入場も可）

無料 船引公民館(82-1133

15（日） 第 25 回 わたなべ音楽教室発表会 10:00 無料 わたなべ音楽教室(82-5909

21（土） 令和元年度 支えあいのココロ感謝祭 13:30 無料 田村市社会福祉協議会(68-3434

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　11月 6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
●日時　11 月 8 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　親子でリズム体操
●講師　郡司　泰子 先生
●対象　０～６歳児と保護者
●申込　11 月6 日（水）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/

● 11 月イベント情報
☆ 9 日（土）～ 10 日（日）

葉脈のしおりをつくろう！
ロケットが飛ぶ秘密に迫ろう！
傘袋でロケットをつくろう！　　

☆ 16 日（土）・17 日（日） 
風力発電を体験しよう！
メタルアクセサリーをつくろう！

☆ 23 日（土）・24 日（日） 
ドライアイスであそぼう！
ロボットプログラミング教室

☆ 30 日（土） 
spff サイエンス屋台村 in コミュタン福島

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

●新しい展示エリア「触れる地球」ができました

　半球状の地球儀に、地球温暖化
の推移や大気汚染物質の移動など
地球上で起きている環境問題のデ
ジタルデータをビジュアル化して
表示します。

★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

大人のおはなし会
読み聞かせボランティアおはなし会〝どんぐり〟が大人のための
おはなし会をします。おはなしの世界に耳を傾け、ゆったりとし
た時間を過ごしてみませんか。
●日時　11月 24日（日）午後 2時～　40分程度
●場所　図書館本館　視聴覚室
●対象　大人（18歳以上）
●定員　20人程度
●内容　絵本の読み聞かせ、朗読、素語りなど

都路分館休館します
　都路分館は、12月 3日（火）～
7日（土）まで蔵書点検のために休
館します。
　ご迷惑をおかけしますが、期間中
は市内各館をご利用ください。

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　12月3日（火）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
●場所　市役所 1 階 101 会議室
●相談委員
　横田弥一郎さん（船引町）(82-2003
　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
　12月3日（火）市役所1階 102会議室
　12月11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

　仕事をする中での悩みや、就職活動が
不安…など、お仕事に関する悩みを相談
してみませんか？　申込は不要です。
●日時　11月18日（月）午後1時～5時
●場所　市役所 2 階 202 会議室
●対象　障害や病気のある方（障害者手

帳の有無は問いません）、そのご家族・
支援者、障害者雇用を検討している企業
問県中地域障害者就業・生活支援センター
(024-941-0570

障害や病気のある方のための
「お仕事相談会」


