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●日時　4 月 8・15・22 日（水）　午前 10 時 30 分
●内容　  8 日…手形・足形製作

15 日…運動遊び
22 日…誕生会・こいのぼり製作
その他　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 4月の稼働日 ｰ

 稼働日 … 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　4 月 7・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 5 月の休館日　4・11・18・25 日

5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～（30 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

都路 12（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 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。

葦原かも / 作 
森田みちよ / 絵
児童向け

海の図書館では、砂の中か
らヒラメが現れて、面白い
本を教えてくれます。ヒラ
メのもとに、今日もいろん
な海の生き物から本の相談
が届きます。

岡田よしたか
児童向け

今日はだいこんさんの兄弟
がお料理してもらう日です。
みんなでお風呂に入ります。
インパクトのある内容で、
晩ご飯とお風呂が楽しくな
る絵本です。

長嶋　有
一般向け

俳句は一人でもできるし、他
の人ともできる、何歳だって
いつでも入門できる、極上の
遊び…。これから俳句をやっ
てみようという方に向けて、
著書が俳句界隈の雰囲気を
伝えます。

今尾　恵介
一般向け

地図帳では、一般的な地図
だけでなく、その土地の宗
教や歴史、言語や名産品、
あらゆる情報が読み取れま
す。福島県にも不思議な県
境があるそうです。じっく
り深読みしてみましょう。

うみのとしょかんだいこんさん
 おふろに はいる 俳句は入門できる 地図帳の深読み

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/

● 4 月イベント情報
☆ 11 日（土）・12 日（日） 

風力発電を体験しよう！
☆ 18 日（土）・19 日（日）

飛ぶ種の模型をつくろう！
色が変わる不思議なハーブティの秘密！！

☆ 25 日（土）・26 日（日）
芳香剤をつくろう！

☆ 29 日（水・祝）
偏光板でステンドグラスをつくろう！
ペーパークイリングにチャレンジしよう！

●環境創造シアター国立科学博物館番組上映
海の食物連鎖／恐竜の世界

★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

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　5月12日（火）午後1時30分～ 3時30分
●場所　常葉行政局 2 階 会議室
●相談委員
　松山 秀明さん（滝根町）(78-3532
　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）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

5 月13日（水）都路公民館
5 月19日（火）市役所1階  102会議室

●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

図書館ボランティア連絡会を
開催しました

　2月 13日、図書館にご協力いただいているボラン
ティアの皆さんを対象に、児童図書館研究会福島支部
長の邉見美江子先生を講師に迎え、「おはなし会で使
えるわらべうた・手遊び」をテーマに研修会を開催し
ました。参加者からはとても勉強になる、早速実践で
使ってみるなどの感想をいただきました。図書館ボラ
ンティアに興味のある方は、田村市図書館までご連絡
ください。

●日時　4 月 24 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　4 月 22 日（水）までに来所・

電話で申し込みください。

育児講座

田村市の
今
情報
想い

田村市公式

フェイスブック

造園工事・芝生の管理（薬剤除草・殺菌・芝刈り・目土・エアレーションほか）

有限会社 山 峡 園
田村市船引町船引字平背戸 103〒 963-4312

TEL　0247-82-2356 FAX　0247-82-4638

造園工事・剪定 ほか 日額 9,000円～13,000円
未経験者OK 年齢制限ありません
お問い合わせ 携帯 090-3360-2745

求人

施設・工場緑地の年間管理も承ります。

e-mail　sankyoue@sage.ocn.ne.jp

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

5月の行事予定
開催日 催し 時間 入場料 問い合わせ

17（日） 「春の」いきいき田村元気フェスティバル 13:30 無料 保健福祉部 高齢福祉課(82-1115

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


