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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　1 月 8・15・22・29 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　  8 日…お正月のおもちゃづくり
15 日…昔の遊び、団子づくり
22 日…誕生会、折り紙
29 日…節分製作、豆まき遊び
その他　歌、体操、親子遊び、

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 1月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 14日（火）・ 26 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　1 月 14・21・28 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 2 月の休館日　3・10・17・24 日

2 月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 7・21（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 26（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 　3（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 　5（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 19（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。

八木佳奈
児童向け

シリーズ全 5 冊出版されて
いる、３つの材料でお手頃
に作れるスイーツをたくさ
ん紹介したレシピ集。お子
さんと一緒に初めてのお菓
子作りにおススメです。

あおきひろえ / 文
長谷川義史 / 絵
児童向け

江戸時代に大流行したお伊
勢参り、お金持ちも貧乏な
人も男も女も子ども…犬
も！一世一代の旅に出まし
た。大好きなこいちゃんの
お願いでわんころうも旅に
出ます。

斎藤泰弘
一般向け

万能の天才と呼ばれるレオ
ナルド・ダ・ヴィンチのあ
まり知られていない姿につ
いて書かれています。時代
背景や彼の価値観について
迫ります。

ショコラ
一般向け

一日一日を大切に、今の自
分にちょうどいい生活を…
それはどんな様子だろう
か？と、顔を上げて部屋を
見渡して考えてみるきっか
けになる 1 冊です。

かんたん！ かわいい！
材料３つからのスイーツレシピ 

人気スイーツ
おいせまいり わんころう 誰も知らない

レオナルド・ダ・ヴィンチ
58 歳から日々を大切に

小さく暮らす

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

2 月の行事予定
開催日 催し 時間 入場料 問い合わせ

13（木） 令和元年度田村市文化センター自主文化事業
「増田明美氏講演会」 18:30 無料 市文化センター(82-5030

16（日） 令和元年度田村市文化センター自主文化事業
「杉山清貴＆沢田知可子アコースティックコンサート」 16:00 前売券 2,000 円

（全席完売） 市文化センター(82-5030

20（木） 令和元年度　デュアル実習成果発表会 13:30 無料 県立船引高等学校 教務部(82-1511

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/

● 1 月イベント情報
☆ 4 日（土）・5 日（日）・7 日（火） 

放射線オリエンテーリング
ペットボトルで風車をつくろう！

☆ 11 日（土）～ 13 日（月・祝）
貝がらを使って季節の飾りをつくろう！
ロボットプログラミング教室

☆ 18 日（土）・19 日（日）
DNA を取り出してみよう！
ゴムで動くおもちゃをつくり競争させよう！

☆ 25 日（土）・26 日（日）
森のはたらきを調べよう！
静電気でびっくりショー！！

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

☆国立科学博物館巡回展「琉球の植物」in コミュタン福島
１月 13 日（月 ･ 祝）まで

☆第17回猪苗代湖・裏磐梯湖沼フォトコンテスト入賞作品展示
１月 28 日（火）～ 2 月 9 日（日）まで

★イベントの日程や内容が変わること
があります。詳細は、ホームページを
ご覧ください。

12 月 29 日（日）～ 1 月３日（金）は休館です。

三世代ふれあい交流館 (78-1112子ども
各種相談会相談

　総務大臣から委嘱を受けた行政相談
委員が、行政機関や特殊法人などへの、
意見・要望等を受け付けて、その解決
を促進するようお手伝いします。
●日時　2 月 18 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
　松山 秀明さん（滝根町）(78-3532
　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
　2 月4日（火）市役所1階 102会議室
　2月19日（水）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

　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　1月20日（月）午後1時～5時
●場所　市役所 1 階 101 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」

滝根分館休館します
　滝根分館は、2月4日（火）
～ 8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。

育児講座
●日時　1 月 20 日（月）
　　　　午前 10 時 30 分
●内容　親子で 3B 体操をしよう
●講師　千葉　美和さん
●申込　1 月17 日（金）までに、

来所・電話で申し込みください

ひまわりひろばから

　11 月 27 日は誕生会とリズム
遊びをしました。音楽に合わせて
ポンポンを持って踊り、リズム遊
びを楽しみました。

老人憩の家 針湯荘 (78-2010（ FAX 兼用）憩い

●日時　 2 月 1 日（土）午前 9 時 30 分～
●会場　 針湯荘大広間
●参加費　 1,000 円（カラオケ歌い放題、

昼食・1回入浴券つき）
●定員　30 人（定員になり次第締め切ります）

針湯荘カラオケ大会


