
新しい児童クラブ館で楽しく過ごしています

昨年の抽選会の様子

岩瀬図書館

時12月21日（土）　午前10時30分
内クリスマスだけの特別なプログ
ラム（ハンドベル演奏やパネルシア
ターなど）

時令和2年1月8日（水）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど
問岩瀬図書館☎（65）3549

時令和2年1月4日（土）・5日（日）　午前11時～午後1時
※整理券の配付は午前9時～10時40分
内1日500本限定、1人1度の運試し。どんな景品が当た
るかはお楽しみ！

席書大会と第59回新春書道展

時12月21日（土）　午後1時30分～
3時30分
場緑のスポーツエリア（21世紀建設
館）　定15人
内季節の草花を楽しく生けるフラ
ワーアレンジ教室（クリスマスバー
ジョンの予定）
¥3,000円
問福島空港公園事務所☎（89）1766

うつみね児童クラブ館が開館

問い合わせ ●札幌・大阪（ANA）☎0570（029）222
　　　　　　●大阪（IBEX）☎0120（686）009

台
湾
便

木曜日 福島 10:15→台北13:15 台北  5:00→福島 9:00
日曜日 福島 19:30→台北21:20 台北14:55→福島18:15

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳） 福島 9:55→札幌11:20 札幌16:00→福島17:25

大 阪
（伊丹）

福島 8:05→大阪 9:20 大阪 8:15→福島 9:20
福島12:40→大阪13:55 大阪11:00→福島12:05
福島17:25→大阪18:40 大阪15:50→福島16:55
福島18:00→大阪19:15 大阪19:15→福島20:20

1 2月の航空ダイヤ

国際定期チャーター便運航中！

FUKUSHIMA AIRPORT情報

　あなたの笑顔で須賀川をPRしませんかウルトラマンジード
ロイヤルメガマスター握手会

長沼図書館

　福島空港にウルトラヒーローがやってきます。
時12月21日（土）　午前10時30分・午後1時・午後3時
場福島空港ターミナルビル2階　国内線出発ロビー
問福島空港ビル㈱☎0247（57）1511

すくすくタイム
時12月11日（水）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど
問長沼図書館☎（67）2138

アリーナ60分プログラム(1月)

クリスマスお話のつどい

お母さんと赤ちゃんのためのお話のへや

　阿武隈小学校敷地内に整備を進め
てきたうつみね児童クラブ館が、10
月23日に開館しました。
　これにより、児童の登館時の安全
確保と、高学年までの受け入れが可
能になりました。
　本市の児童クラブ館では初めての
リース方式で、市の施設では初めて
BELS（建築物省エネルギー性能表示
制度）の最高評価（5つ星）を取得し、
環境に配慮した建物となっています。

席書大会　一次審査で選考された市
内の小・中学生が一堂に会し、作品
を書き上げます。
時令和2年1月11日（土）
▶第1部　午前9時30分
▶第2部　午後1時
場中央体育館
新春書道展　席書大会で書き上げた
皆さんの作品を展示します。
時令和2年1月25日（土）・26日（日）
午前9時～午後7時
場tette1階「たいまつホール」
問生涯学習スポーツ課☎(88)9173

ユネスコ世界平和作文

暮らしを彩るフラワーアレンジ

対▶小学5・6年生　400字詰め原
稿用紙3枚以内
▶中学生　400字詰め原稿用紙4枚
以内
課題　平和な世界を作るために、わ
たしたちは何ができるか
応募方法　令和2年1月10日（金）～
20日（月）に各小・中学校を通して
応募してください。
問須賀川地方ユネスコ協会（生涯学
習スポーツ課内）☎（88）9171

新着図書（岩瀬図書館）

一般図書
▶「英語で紹介する日本－見る・知
る・遊ぶ－」　松本美

よし

江
え

／著
▶「ひぐらし先生、俳句おしえてく
ださい。」　堀本裕

ゆう

樹
き

／著
▶「MGC－マラソンサバイバル－」
蓮
はす

見
み

恭子／著
▶「ぱくりぱくられし」　木

き

皿
さら

泉／著
児童図書
▶「へんななまえのいきもの事典－
どうしてこうなった!?－」　大渕希

ま

郷
さと

／作
▶「地獄の歩き方」　田村正彦／作
▶「しゅくだいかけっこ」　福田岩

いわ

緒
お

／作・絵
▶「おじいさんは川へおばあさんは
山へ」　森山京

みやこ

／作
問岩瀬図書館☎（65）3549

移動図書館「うつみね号」

本の借り方　図書館のカードで1人
10冊まで（市内の図書館からの貸し
出し本と合わせて）、次の巡回日ま
で貸し出します。
　返却日に返せないときは、直接各
図書館に返却してください。

問こども課☎（88）8114

巡回場所 時間 1月 2月 3月
大東小学校 10:10

15日
（水）

12日
（水）

4日
（水）

ワークセンター麦 10:50
柏城小学校 12:55
あおば町集会所 14:00
小塩江小学校  9:45

20日
（月）

13日
（木）

5日
（木）

小塩江幼稚園
大森小学校 12:50
田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:15 17日

（金）
14日
（金）

6日
（金）須賀川卸センター 12:20

仁井田小学校 12:50
22日
（水）

19日
（水）

11日
（水）向陽町東集会所 13:50

季の郷ニュータウン 14:30
白江小学校 10:05 23日

（木）
20日
（木）

12日
（木）白方小学校 13:00

長沼東小学校 10:10 29日
（水）

26日
（水）

18日
（水）長沼小学校 13:15

第二保育所 10:30

30日
（木）

27日
（木）

16日
（月）

稲田学園 13:00
芹沢町ふれあい 14:00センター
森宿区民館 14:55

●令和2年1～3月の巡回日程

問中央図書館☎（75）3309

　本市の魅力を全国にPRするスタッフとして、牡丹キャ
ンペーンクルーを募集します。
　クルーの皆さんには、国指定名勝「須賀川の牡丹園」をは
じめ、市内の観光地や施設、様々な行事やイベントを紹介
し、観光誘客を図る活動をしていただきます。
　たくさんのご応募をお待ちしています。
主な業務　須賀川牡丹園などの観光誘客キャンペーン、観
光事業や行事などでのアシスタント
募集人員　3人程度
任期　令和2年4月1日から1年間（令和2年3月中に3日程
度の事前研修があります）
応募資格　①18歳以上で心身ともに健康な人（高校生を除
く）　②市内在住または在勤、通学し、市役所などに通勤
可能な人　③会社などに勤務している人は、事業主の協力
が得られ、平日（年間10日以上）の出張が可能な人
応募方法　所定の履歴書に全身写真（Ｌ判）を添えて、郵送

または直接お申し込みください。
応募先　〒962-8601（住所記載不要）須賀川市観光物産振
興協会事務局
応募期間　12月9日（月）～令和2年1月24日（金）
その他　制服一式を支給します。また、各種業務に携わる
ときは、謝礼を支給します。
選考会
時令和2年2月8日（土）

問須賀川市観光物産振興協会（観光交流課内）☎（88）9144

観光物産振興協
会ホームページ

須賀川市、岩瀬・石川郡に住所がある人、須賀川市役所でパスポートが取得できます または通勤・通学している人が対象です。ぜひご利用ください。　☞市民課☎（88）9134　

エアロビクス

コアトレーニング

太閤道（勢至堂峠の旧道）「白河・会津街道」が「歴史の道百選」に！
　本市を通る「白河・会津街道」が、文化庁
の「歴史の道百選」に追加選定を受けました。
本市では初の選定です。
　選定箇所は、長沼地区の早坂峠から勢至
堂峠に至るルートで、豊臣秀吉が通ったと
される「太

たい

閤
こう

道
みち

」が一部残っています。
問文化振興課☎（94）2152

時令和2年1月28日（火）　午後7時
30分～8時30分
講師 大河原里美さん
申12月10日（火）～令和2年1月21日（火）

場須賀川アリーナ（サブアリーナ）
対市内在住または在勤の15歳以上
の人（中学生を除く）
定50人　¥200円
問須賀川アリーナ☎（76）8111

新春
特別企画

時令和2年1月15日（水）　午後7時
30分～8時30分
講師 矢吹千春さん
申12月10日（火）～令和2年1月8日（水）

ムシテック
ドリームくじ

ムシテック情報

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

年の初めはムシテック！

令和2年度　牡丹キャンペーンクルー募集

19 18令和元年12月1日令和元年12月1日

イベント・子育て情報時日時　場会場　対対象　定定員（表示のないものは定員になり次第締め切り）　内内容 申申し込み　　　締締め切り　¥料金（表示のないものは無料） 他その他　問問い合わせ　 Fファックス　 メールイベント・子育て情報


