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9月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 4・18（金） ひだまりおはなし会 10:30～（30 分程度） 0 ～ 2 歳児 絵本の読み聞かせ、わらべ歌遊び など

滝根 30（水） おはなし会（滝根公民館） 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 29（火） おはなし会（大越公民館） 10:30 ～（30 分程度）乳幼児～小学生 絵本の読み聞かせ など

都路 8（火） おはなし会（都路こども園） 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 16（水） おはなし会（文化の舘ときわ） 10:30～（15 分程度） 0 ～ 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。

鈴木純
一般向け

あちらこちらに根をのばす
植物たち、玄関先、道端、畑、
庭の隅、空き地など、普段
眺める範囲に生きている植
物を観察してみませんか。
身近な植物を観察する楽し
さに手を引いてくれる一冊
です。

そんなふうに生きていたのね
まちの植物のせかい

増山実
一般向け

師匠が失踪した。一門を守
り、師匠を待つ甘夏と二人
の兄弟子は、甘夏の思い付
きで「師匠、死んじゃった
かもしれない寄席」を始め
る。寄席を取り巻く人々が、
一門のゴシップ騒動が、仲
間内外の偏見が、甘夏の落
語を変えていく。

甘夏とオリオン

なかえよしを／作
上野紀子／絵
児童向け

たった一つのりんごがなく
なってしまいました。しか
し、りんごの木の下には足
跡一つのこっていません。
だれが、どうやって？りん
ごはどこに？名探偵ねずみ
くんの出番です。

ねずみくんはめいたんてい
おもしろい！進化のふしぎ

さらに ざんねんな
いきもの事典

今泉忠明／監修
児童向け

地球にいる生き物たちは、
進化を繰り返し、命をつな
げてきました。しかし「進
化」には「ざんねん」な面
もたくさんあります。あな
たが知っている、ありにも、
キャベツにも、ライオンに
だって、「ざんねん」な秘密
があるのです。

「ブックセカンド事業」
はじまりました！

　市では２年度より、「田村市ブックスタート事業」の
フォローアップとして 4・5 歳児の在籍する保育所や幼
稚園などに絵本を配布しました。
　絵本は子どもの感性や想像力を高める効果がありま
す。子どもが読書習慣を身につけられるように、絵本を
たくさん読んであげましょう。
　各施設に配布された絵本は、子どもや保護者からの希
望があれば、貸し出しができます。詳しくは、お子さん
が入所している下記の配布対象施設にお問い合わせくだ
さい。

●配布対象施設

・船引保育所
・都路こども園
・大越こども園
・滝根幼稚園
・常葉幼稚園

・船引南幼稚園
・芦沢幼稚園
・緑幼稚園
・認定こども園わかくさ

● 8 月のイベント情報
　☆ 1 日（土）・2 日（日）
　　「牛乳パックでトレイをつくろう！」
　☆ 8 日（土）～ 10 日（月・祝）　
　　「ソーラークラッカーを体験しよう！」
　　「ペットボトルで風車を作ろう！」（※雨天の
　　場合）
　☆ 13 日（木）～ 16 日（日）　
　　「コミュタンサイエンスラボ」
　☆ 22 日（土）・23 日（日）　
　　「偏光板でステンドグラスをつくろう！」
　☆ 29 日（土）・30 日（日）　
　　「浮沈子をつくろう！」
　☆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、人類の旅
　　（土日祝日、学校長期休暇中のみ）
※入館者間の距離を確保するため、最
　大入場数を制限しています。詳細は、
　ホームページをご覧ください。

コミュタン福島　　　　(61-5721催し

問保健福祉部 こども未来課(82-1000

◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、掲載イベントが中止・延期となる場合
　があります。最新情報は、主催者にお問い合わせください。　

行政相談

　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　9 月 8 日（火）午後 1 時 30 分～午後 3 時
●場所　都路行政局 2 階　研修室 1
●相談委員
　助川　富士子さん（船引町）(82-1801
　渡辺　みちえさん（都路町）(75-3221
問総務部 総務課(81-2111

特設人権相談

　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　
　9 月 1 日（火）　市役所 1 階　102 会議室
　9 月 9 日（水）　都路公民館
●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

各種相談会相談

　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？　
申し込みは不要です。
●日時　8 月 11 日・25 日（火）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

●申込　前日までに下記へお電話ください。
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」

　視機能低下で、就学・進学・就労にお困りの方の
教育・支援相談を行っています。
●日時　毎週月・水・金曜日
　　　　午前 9 時～午後 4 時
●場所　県立視覚支援学校
●対象　乳幼児から成人の方まで
詳しくは、右記ホームページをご覧いただ
くか、下記へお気軽にお問い合わせくださ
い。
問県立視覚支援学校(024-534-2574

視覚障がい者の教育・支援相談

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　8 月 5・19・26 日（水）
午前 10 時～ 10 時 45 分

●内容　季節の遊び、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
※感染症対策のため、開催時間短縮、　
　参加人数を制限します。ご理解・ご協
　力のほどよろしくお願いします。
　詳しくは、子育て支援センターにお問
　い合わせください。

ひまわりひろば

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

●日時　8 月 4・11・18・25 日（火）
午前 10 時～ 11 時 30 分

●内容　親子遊び、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

遊びの教室

子育て相談コーナーもあります。
「遊びの教室」 以外でも
　　　　　　　自由にご利用ください。

まごころありがとうございます 次の方から市に寄付をいただきました。

◆備北粉化工業株式会社福島工場　
　取締役工場長　田辺 靖典さん（大越町）物品
◆大橋 健二さん、大橋 京子さん（大越町）物品

◆日東粉化工業株式会社　福島工場（滝根町）物品
◆有限会社アール・アルチザン　
　代表取締役　松本英明さん（船引町）物品


