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2019 ハート to ハート in 田村
世界をもっと知ろう
～オリンピック・パラリンピック

に向けて今年はネパール！～

　世界の歌やゲームにクイズ、食事を楽
しみながら異文化交流やネパールについ
て学んでみませんか。ご家族ご友人お誘
い合わせのうえ、お気軽にご参加くださ
い。
●日時　12月15日（日）
　午前11時30分～午後3時（開場11時）
●場所　常葉公民館
●申込方法　事務局で入場券をお買い

求めください。就学児は無料ですが、
入場券が必要です。
　入場券は前売りで当日券はありま
せん。入場券は数に限りがあります。
お早めにお求めください。

●入場料　大人（中学生以上）1,000 円
　　　　　小学生 　　　　　　 500 円

問田村市国際交流協会 事務局
　（観光交流課）(81-2136

1（日）Noby（トランペット）

7（土）Sonido del Viento（ポップス）

8（日）佐藤優作（エレクトーン）

14（土）宿谷佳奈路（オカリナ）

15（日）たきねコーラス（合唱）

21（土）La Paz（フォルクローレ）

22（日）Breathing BUDS（コーラス・アカペラ）

28（土）Linn（アコースティックバンド）

29（日）藤田久実子（サックス）

Advertisement広告欄

水廻りの工事・修理・リフォーム承ります
●水道修理、排水詰り、流し台、洗面ユニット、水洗便器交換、ユニットバス、
　浴槽入替工事、石油ガス給湯器修理交換、シャワー水栓交換、ポンプの修理交換、
　浄化槽工事、プロパンガス・灯油販売、上記以外の工事も承ります

      《水道工事指定店》　《下水道工事指定店》

㈱マルショウ田母神
本社　田村市船引町東部台四丁目 283
　　　TEL0247-82-5711  FAX0247-82-5712
支社　郡山市富久山町福原字釜沼 7-1
　　　TEL024-944-2371  FAX024-944-0708

フリーダイヤル
0120-194-090

医療法人　佑和会

雷クリニック
理事長　医学博士　雷 毅 医学博士　齋藤 広信
一般内科診療、消化器・肝臓病診療、胃カメラ、
大腸カメラ、日帰り胃・大腸ポリープ切除術、
訪問診療、一般健康診断、ドックなどを行って
います。

TEL  0247-62-6333
三春駅前：三春町担橋 2-1-2

【星蛍】
天から舞い戻る魂が
黄金の光を放ち
見守っている

　今年のテーマは「蛍」です。蛍を星
になぞらえ、自然を舞う様子をイメー
ジしたイルミネーションと、幻想的な
鍾乳洞のコラボレーションをお楽しみ
ください。
　「あぶくま洞× FSG カレッジリー
グ」として企画・デザイン・装飾を学
生たちが中心に作り上げました。
●開催期間　令和元年12月1日（日）～

令和2年3月1日（日）　 8:30 ～ 16:30
●鑑賞料　無料（入洞料のみでご覧い

ただけます）
問産業部 観光交流課(81-2136
　あぶくま洞管理事務所(78-2125

　高齢になってからの「衰え」を楽し
く予防しませんか？　椅子に座ったま
ま、無理なく、一緒に体を動かしまし
ょう！
　市民の方ならどなたでも、無料で参
加できます。
　事前の申し込みは必要ありません。
動きやすい服装で当日会場にお越しく
ださい。
●日時　12 月 13 日（金）
　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時
●場所　市文化センター
●講師　簗

や な せ
瀬 寛

ひろし

さん
　　　　（ごぼう先生）

問船引公民館(82-1133

有料広告募集中
問い合わせ…総務部 経営戦略室（(0247-81-2117）へ

あぶくま洞滝根御殿コンサート

悠久の時が創りあげた鍾乳洞に音楽家の演奏
が響き渡ります。
洞内温度約 15℃のあったか空間で奏でられ
る演奏を、天然の音響効果でお楽しみくださ
い。

12 月の土日（全 9 回）
♩時間　① 11:00 ～ 11:30
　　　　② 13:30 ～ 14:00
　　　　　（各 30 分、1 日 2 回演奏）
♩会場　あぶくま洞内 滝根御殿　　
♩鑑賞料　無料（入洞料のみでご覧いただけます）

※出演者は変更になる場合があります。
※コンサート会場までは鍾乳洞入口より

約 20 分かかります。

♩出演者

問産業部 観光交流課(81-2136
　あぶくま洞管理事務所(78-2125

あぶくま洞 鍾乳洞
イルミネーション

市内高齢者学級合同事業

ごぼう先生の笑顔を
つくる健康体操教室

火葬場・ごみ処理施設の
年末年始の休業日

くらし

　年末年始の休業日をお知らせしま
す。

▼火葬場
●田村市斎場
　令和２年１月１日（水）～３日（金）
　※上記のほか友引の日も休業です

▼ごみ処理施設（直接搬入）
●田村東部環境センター（滝根・大

越地区）
　令和元年 12 月 31 日（火）～
　令和２年１月２日（木）
●船引清掃センター（都路・常葉・

船引地区）
　令和元年 12 月 31 日（火）～
　令和 2 年 1 月 5 日（日）

※ごみ収集は収集カレンダーの
とおり行います。

問市民部 生活環境課(81-2272
　田村東部環境センター(78-2723
　船引清掃センター(84-2840

■対象　福島県内に住んでいる、住んだことの
　　　　ある 20 代後半から 30 代の方
■日時　12月29日（日）
　　　　午後 2 時～午後 4 時 40 分
■場所　郡山ビューホテルアネックス
■参加費　3,000 円
■申込方法　公式サイトからの事前予約制
　　　　　　（定員 300 人）

　県では、ほぼ 30 歳の同世代が大集合する同
窓会イベントを開催します。
　この機会に懐かしい仲間との再会や新たな出
会いの場として、同世代の仲間と食べて、飲ん
で、思い出やこれからのことを語り合いません
か？
問福島県 地域振興課　(024-521-8023
ふくしま０次会 2019 検索

福島県議会議員一般選挙
の結果

　11 月 10 日執行の福島県議会議
員一般選挙（田村市・田村郡選挙区）
は、無投票により、

▼先﨑温容さん（田村市滝根町）

▼三瓶正栄さん（三春町）
の２人が当選しました。
　任期は 11 月 27 日からの４年間
です。

●選挙管理委員会事務局(82-1113

※写真は昨年のものです

2020 年農林業センサス
を実施します

調 　
査

　農林水産省では、令和 2 年 2 月
1 日現在で農林業を営んでいる全て
の個人・法人を対象に、全国一斉に

「2020 年農林業センサス」を実施
します。
　この調査は、農林業および農山村
地域の実態を明らかにし、今後の農
林業等の政策に役立てるために、5
年ごとに実施される大切な調査で
す。
　調査票に記入された内容は、統計
調査以外の目的には使用されませ
ん。

　
問総務部 総務課(81-2111

調査へのご協力を
お願いします。


