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(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　10 月 7・14・21 日（水）
午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

●内容　7 日：しゃぼん玉で遊ぼう！
　　　　14 日：作って遊ぼう！
　　　　21 日：体を動かして遊ぼう！
　　　　　　　　「ミニミニ運動会」
●その他　ふれあい遊び、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

ひまわりひろば

●日時　10 月 16 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　「子どもの危険予知と心肺蘇生法」
●講師　吉田　和夫さん
●対象　０～６歳児と保護者
●申込　10 月 14 日（水）までに電話、ま
　　　　たは来所時にお申し込みください。

育児講座

●対象　子育て支援に関心のある方（年齢・性別・資格は問いません）
　　　　※お子さんは支援センター内でお預かりします。
●会場　子育て支援センター
●申込　保健福祉部こども未来課、各行政局市民係、子育て支援センターに備え付けの申込書に記入し、お申し込
　　　　みください。なお、申込書は市ホームページからもダウンロードできます。
●その他　全課程を修了した方は、ファミリーサポートの預かり会員に登録できます。
　　　　　興味のある講座のみの受講もできます。

開催日 時　間 内容　 講　師

10 月 19 日（月）　　 9：00 ～ 10：00　　 保育サービスを提供するために
（開校式を含む）

市保育士
ファミリサポート運営員

10 月 19 日（月）　　 10：00 ～ 12：00　　 保育の心 市保育士

10 月 28 日（水）　　 10：00 ～ 12：00　　 小児看護の基礎知識Ⅱ
（健康とケガの処置）

家庭児童相談員
看護師

11 月 5 日（木）　　 13：30 ～ 16：30　　 子どもの栄養と食生活 市栄養士

11 月 9 日（月）　　 10：00 ～ 12：00　　 小児看護の基礎知識Ⅰ 市保健師

11 月 18 日（水）　　 15：00 ～ 17：00　　 身体の発達と病気 市内医師

11 月 27 日（金）　　 10：00 ～ 12：00　　 子育て支援サービスを提供する
ために 心理カウンセラー

11 月 29 日（日）　　 10：00 ～ 12：00　　 子どもの遊び 市保育士

12 月 3 日（木）　　 10：00 ～ 12：00　　 心の発達とその問題Ⅱ 福島県社会福祉事業協会

12 月 11 日（金）　　 13：30 ～ 15：30　　 心の発達とその問題Ⅰ スクールソーシャルワーカー

12 月 14 日（月）　　 13：00 ～ 16：00　　 子どもの安全と事故 星総合病院防災センター

12 月 20 日（日）　　 10：00 ～ 12：00　　 子どもの生活へのケアーと援助 市保育士

●日時　10 月 6・13・20・27 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

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。

問子育て支援センター(82-1510

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

2 年度「ファミリーサポート養成講習会」受講者募集

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
　11 月 6 日（金）　常葉行政局
　11 月 10 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
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　11 月 10 日（火）
　　　　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
●場所　大越行政局 第 1 会議室
●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

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 11 月の休館日　2・9・16・23・30日

必読、今月のオススメ。

寺地はるな / 著
一般向け

朔はわたしのこどもではな
い。朔は周りに合わせられ
ない。朔は他の子ができる
ことができない。本を読ん
でいるうちに言いたいこと
がたくさんでてくる、子ど
もを見守り育てるすべての
人にお勧めしたい本です。

わたしの良い子

小島ケイタニーラブ / 文
木下ようすけ / 絵

一般向け
「モノ」の気持ちがわかる不
思議機械に変貌したレジス
ターが、あなたと「苦手な
モノ」との仲を取持ちます。
どんな年代の人もだれもが
もっている「苦手」のお話
で、あなたの「苦手なモノ」
の言葉も想像してみません
か。

こちら、
苦手レスキューＱＱＱ！

なかやみわ / 作
児童向け

花が咲かない、はっぱで木
陰をつくったり、雨宿りの
傘になることもできない

「きりかぶ」はやくたたずに
なってしまったとしょんぼ
りしていました。でも、「き
りかぶ」を訪ねてくるどう
ぶつたちはそう思ってはい
ないようです。

きりかぶのきりじいちゃん 30分でできる伝統おやつ　
秋のおやつ

伝統おやつ研究クラブ
児童向け

昔なつかしいおやつをご紹
介します。実は京都の八つ
橋も自分で作れてしまいま
す。日本の伝統おやつだけ
でなく、世界の伝統おやつ
のカンタンおいしいレシピ
も必見です。

◆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。　

11月のおはなし会
会場 開催日 名称 時間 対象 内容
本館 6・20（金） ひだまりおはなし会 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

滝根 25（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 24（火） おはなし会（大越公民館） 15：45～（30 分程度）乳幼児～小学生 絵本の読み聞かせ など

都路 10（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 18（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

各種相談会相談


