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●日時　3 月 4・11 日（水）
午前 10 時 30 分

●内容　  4 日…リズム遊び・誕生会
11 日…お楽しみ会
その他　体操、手遊び、絵本

の読み聞かせ など
※ 11 日のお楽しみ会に参加を

希望の方は 4 日（水）まで
に来所・電話で申し込みく
ださい。

●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 3月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 22 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　3 月 3・10・17 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 4 月の休館日　6・13・20・27 日

4月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 ３・17（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 29（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 14（火） 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 15（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。

梨木香歩
児童向け

まいは中学校に馴染めず学
校を休んでいた時期におば
あちゃんの家で魔女になる
修行をしていました。温か
くて優しい、生き方教えて
くれる魔女のお話です。

レオ＝レオニ / 作 
谷川俊太郎 / 訳

児童向け
ゾウは灰色、ブタはもも色、
みんな自分の色を持ってい
るけどカメレオンだけは行
く先々で色が変わってしま
う。自分の色が欲しいカメ
レオンはある日、もう一匹
のカメレオンに出会います。

三代達也
一般向け

事 故 に 遭 い 車 い す 生 活 に
なってしまった著者が世界
一周を目指します。各国を車
いす視点で見た苦労などが
読みやすく楽しく書かれて
います。本当のバリアフリー
とは何か気づく旅行記です。

小山真紀・相原征代・
船越高樹（編）

一般向け
何か生きづらさを感じてい
る方は目次を見て気になる
章だけでも開いてみてくだ
さい。自分が今捕らわれて
いる生きづらさの正体が少
し分かるかもしれない 1 冊
です。

西の魔女が死んだじぶんだけの　いろ 一度死んだ僕の、
車いす世界一周 生きづらさへの処方箋

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

4月の行事予定
開催日 催し 時間 入場料 問い合わせ

  　5（日） 第 45 回石井ピアノ教室発表会 13:00 無料 石井ピアノ教室(86-2002

29（水） 令和 2 年度
ふねひき春のうたまつり 9:30 一般 500 円 船引町民謡民踊の会連絡協議会

（事務局 : 船引公民館）(82-1133

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/

● 3 月イベント情報
☆ 7 日（土）・8 日（日） 

放射線を遮へいするものを探してみよう！
浮
ふ ち ん し

沈子をつくろう！
☆ 14 日（土）・15 日（日）

厚紙でブーメランをつくろう！！
☆ 20 日（金・祝）・21 日（土）・22 日（日）

ペットボトルでおもちゃをつくろう！
ロボットプログラミング教室

☆ 24 日（火）～ 26 日（木）
イオン電池をつくってみよう！

☆ 27 日（金）・28 日（土）
光でたくさん電気をつくろう！

☆ 29 日（日）
コミュタンフェスティバル

☆ 31 日（火）・4 月 1 日（水）
ストロー笛をつくって演奏しよう！

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映

★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。

三世代ふれあい交流館 (78-1112子ども

おはなしの広場～春の巻～

　子ども読書週間の真っただ中に、図書館で小学生を対象
に春のおはなし会を開きます。
参加は無料です。桜が咲いた図書館にぜひお越しください。
�日時　4 月 25 日（土）午前 10 時 30 分～ 11 時
�場所　図書館 2 階 おはなしの部屋
�内容　小学生向けの読み聞かせ
　　　　（どなたでもお参加できます）
�申込　事前の申し込みは不要です。直接会場にお越しく

ださい。

育児講座から

　1 月 20 日に、千葉美和
さんを講師に迎え「親子で
3B 体操」を開催しました。
ボールやベルターを使い、
跳んだりくぐったり、たく
さん体を動かしました。お
母さんやお友達とふれあっ
て楽しい時間を過ごしまし
た。

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　4月7日（火）午後1時30分～ 3時30分
●場所　都路行政局 2 階 研修室 1
●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）を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
　4 月7日（火）市役所1階  102会議室
　4 月16日（木）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

子どもの本リサイクル市
日時　4月23日（木）～30 日（木）の開館時間内
場所　図書館本館
内容　図書館で不要になった児童図書のリサイ

クル本を市民の方に無料でお分けします。


