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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
　12 月 1 日（火）　市役所 1 階 102 会議室
　12 月 8 日（火）　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
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　12 月 1 日（火）
　　　　午前 10 時～午後 3 時
●場所　市役所 1 階 101 会議室
●相談委員
　横田　弥一郎さん（船引町）　(82-2003
　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

各種相談会相談

(82-1510（ FAX 兼用）子育て支援センター子ども

●日時　11 月 4・11・25 日（水）・21 日（土）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　4 日：作って遊ぼう！
　　　　11 日：シーツや布で遊ぼう！
　　　　21 日：体を動かして遊ぼう！
　　　　25 日：自然物（木の実）で遊ぼう！
●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　11 月 13 日（金）
　　　　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
●内容　「目からウロコの絵本の遊び方講座」
●講師　常葉町　石川屋
　　　　代表　石川　修一さん
●対象　０～６歳児と保護者
●申込　事前に申し込みが必要です。
　　　　電話、または来所時にお申し込みく
　　　　ださい。

育児講座

●日時　11 月 10・17・24 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。

(78-1112（ FAX 兼用）三世代ふれあい交流館子ども

(82-0690（ FAX 兼用）船引児童館子ども

●日時　11 月 7・21・28 日（土）
　　　　　　  8・22 日（日）
　　　　午前 10 時～正午
●内容　7 日・8 日：「木のぼりおさる」を　
　　　　　　　　　　つくろう！
　　　　21 日・22 日：「よくまわる風車」を
　　　　　　　　　　　つくろう！
　　　　28 日：「紙飛行機」であそぼう！
●その他　どなたでも参加できます。
　　　　　興味のある方のご参加をお待ちして
　　　　　います。

イベント情報

コミュタン福島　　(61-5721催し

● 11 月イベント情報　　
　☆ 10 月 31 日（土）・11 月 1 日（日）　
　　ＣＤホバークラフトをつくろう！
　☆ 3 日 ( 火・祝 ) 
　　ドライアイスであそぼう！
　☆ 7 日（土）・8 日（日）
　　放射線オリエンテーリング 
　☆ 14 日（土）・15 日（日） 
　　芳香剤をつくろう！
　☆ 21 日（土）・22 日（日）
　　燃料電池を体験しよう！
 

　☆ 23 日 ( 月・祝 ) 
　　体験型謎解きアドベンチャー
　　「ラボ 5 ｈ－ 5 Ｅの秘密」
　☆ 28 日（土）・29 日（日） 
　　放射線探索ゲームをしよう！
　★環境創造シアター国立科学博物館番組上映
　　地球 138 億年の旅、海の食物連鎖（土・日・祝日のみ）
　※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。

図書館（本館） *toshokan@city.tamura.lg.jp　(82-1001　 FAX 82-1291図書 12 月の休館日　7・14・21・28日
年末年始の休館　12 月 29 日～1 月 3 日

必読、今月のオススメ。

若宮正子 / 著
一般向け

デジタル機器、例えばスマ
ホを扱うというのは新しい
言語を学ぶのと似ていて、
生まれた時からデジタルを
扱うネイティブな若者との
差があるのは当たり前。で
も学んでみると、デジタル
はアナログにまけない、シ
ニアを守り助ける機能が多
いことをお伝えします。

老いてこそデジタルを。

近藤麻理恵・スコット・ソ
ネンシェイン / 著

一般向け
家の中がきれいになった
ら、今度は仕事場を片づけ
てみませんか？片づけの専
門家とキャリアづくりの専
門家がタッグを組んだ本書
は、ときめくワークスタイ
ルを手に入れることを目標
に、７つの片づけ術を紹介
しています。

Joy at Work　片づけで
ときめく働き方を手に入れる

今井恭子 / 文
岡本順 / 絵

児童向け
カエルのキダマッチ先生
は、どんな病気、ケガにも
手抜きをしない名医です。
患者のためならたとえ胃の
なか、水のなかの先生は、
今日は急いで病院を飛び出
します。

キダマッチ先生！ 未来を変える
ロボット図鑑

ローラ・ブラーほか / 著
児童向け

ロボットと聞いてどんなも
のを思い浮かべますか？ロ
ボットはもはや未来の存在
ではなく、私たちの生活に
なくてはならないものに
なってきています。進化し
続ける技術を、ぜひ家族で
楽しんでください。

◆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。　

12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～（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 23（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 25（金） 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

リサイクル本をお分けします 
●場所　都路分館
●日程　12 月 11 日（金）～ 24 日（木）

都路分館では、古くなった本などの廃
棄に伴い、リサイクル本を欲しい方に
無料でお分けします。
なお、図書・雑誌共に、お渡しは先着
順です。

都路分館
蔵書点検に伴う休館のお知らせ

都路分館では 12 月 1 日（火）～
5 日（土）までの間、蔵書点検の
ため休館します。ご迷惑をおかけ
しますが、休館中は市内各分館を
ご利用ください。

令和2年度　田村市おはなし絵本講演会
「よりよい読み聞かせのために」

●日時　11 月 22 日（日）午後 1 時 30 分～ 3 時
●講師　児童図書館研究会　
　　　　福島支部長　邉見 美江子さん
●会場　市役所 1 階 多目的ホール
●対象　乳幼児の保護者、保育関係者、読み聞か
　　　　せボランティアの方、一般向け
●参加費　無料
●申込先　図書館本館、最寄りの各分館
●申込期限　11 月 21 日（土）
●内容　読み聞かせとは何か、本の選び方からテ
　　　　クニックまで実際に絵本を読みながら学
　　　　べる講演会です。
　　　　子育て中の保護者、読み聞かせに興味の
　　　　ある方はぜひお越しください。


