
時11月9日（土）・10日（日）　
内日頃の感謝を込め、今年もムシテック祭りを開催しま
す。入館料無料の2日間！ぜひ、ご家族皆さんでお越し
ください。
　ムシテック祭りの2日間のみ、午前9時30分～午後4時
の利用になります。

第59回新春書道展

時令和2年1月12日(日)　午前11時～正午　場須賀川アリーナ
対平成11年4月2日から12年4月1日までに生まれた人
※10月1日現在、本市に住民登録のある人には、11月上旬に案内はがきを郵
送します。
他10月2日（水）以降に転入した人や市外在住で本市の成人式に出席希望の人
は、申込書（各申込場所に設置または市ホームページからダウンロード）に必
要事項を記入の上、生涯学習スポーツ課、各公民館、コミュニティプラザに
12月6日(金)までにお申し込みください。
※ホームページで必要事項を確認の上、メールで申し込むこともできます。
manabi@city.sukagawa.fukushima.jp

新成人代表者の募集
対成人式の対象者で、選考やリハーサル（当日午前
9時30分からの予定）に出席できる人
内▶成人証書代表受領　1人
▶誓いの言葉　2人（男女各1人）
締11月1日(金)　申生涯学習スポーツ課にお問い合わせください。　
問生涯学習スポーツ課☎（88）9171

すかがわ歴史講座

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22:05 台北14:00→福島18:15

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳） 福島  9:55→札幌11:15 札幌16:00→福島17:15

大 阪
（伊丹）

福島  8:05→大阪  9:15 大阪  8:15→福島  9:20
福島12:40→大阪13:50 大阪11:05→福島12:10
福島17:20→大阪18:30 大阪15:45→福島16:50
福島18:05→大阪19:15 大阪19:25→福島20:30

1 0 月 の 航 空 ダ イ ヤ

国際定期チャーター便運航中！

FUKUSHIMA AIRPORT情報

運動実施期間
11月9日(土)～15日(金)
　これからの時期は、空気が乾燥
し火災が発生しやすくなります。
火の取り扱いには十分注意しま
しょう。
　また、次のことを心掛け、放火
されにくい町づくりをしましょう。
▶家の周囲に燃えやすいものを放
置しない。
▶ゴミは収集日の朝、決められた
場所に出す。
▶車庫や物置に鍵をかける。
問須賀川消防署☎（76）3197

ひとつずつ　いいね！で確認
火の用心

初開催！
北海道の観光と物産展
時11月14日（木）～17日（日）　午前10時～午後5時
※17日のみ午後3時まで
場福島空港国内線ビル1・2階の特設会場
内北の大地から福島空港に、魅力ある特産品が大集結！
問福島空港ビル☎0247（57）1511

須賀川アリーナのスポーツ教室 小・中学校の入学通知書

定

アリーナ60分プログラム(11月)

時11月2日・9日・16日・23日・
30日（全5回・毎週土曜日）　午前
10時～11時30分
　博物館
対高校生以上　
　20人
内▶第1回「須賀川の南北朝時代」　
▶第2回「絵図から見た須賀川」
▶第3回「二次元の須賀川の今を歩
く」　※移動研修
▶第4回「刀

とう

装
そう

具
ぐ

コレクション鑑賞
会」
▶第5回「須賀川の水害史と令和の
防災を学ぶ」
申10月12日（土）午前9時から博物
館へ電話でお申し込みください。定
員になり次第、締め切ります。
　300円
問博物館☎（75）3239

場

￥

対市内在住の児童・生徒
締11月13日(水)
　各小・中学校を通して申し込み
一次審査会
時11月26日(火)　場中央体育館
席書大会
時令和2年1月11日(土)
場中央体育館
対一次審査で選考された人
作品展示
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」
内席書大会で書き上げられた作品を
展示します。
問生涯学習スポーツ課☎(88)9173

時11月2日（土）・3日（日）　午前9
時～午後4時　※3日は午後3時まで
場岩瀬公民館
　各愛好会による作品展示、芸能発
表会、フリーマーケットなど
問岩瀬公民館☎(65)2100

岩瀬地区「秋の文化祭」

内

時10月30日（水）　午後1時30分～4時
場グランシア須賀川（池上町74）
対一般求職者　
※予約不要ですので、お気軽にお越
しください。
参加企業　須賀川市、岩瀬郡、石
川郡内の求人事業所30社（予定）
問商工労政課☎（88）9143
ハローワーク須賀川☎（76）8609

須賀川地区合同就職面接・企業
説明会

須賀川市、岩瀬・石川郡に住所がある人、または通勤・須賀川市役所でパスポートが取得できます

申

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　

お詫びと訂正
　広報すかがわ9月号7ページの「表2
募集施設一覧」内で、認定こども園「オ
リーブの木」の対象年齢に誤りがあり
ました。正しくは次のとおりです。
【正】生後9週～　【誤】生後6か月～
☞こども課☎（88）8124

他

須賀川市　成人式 検索

須賀川市スポーツ振興協会 検索

岩瀬図書館

時10月19日（土）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせや手遊び、簡単
な工作など
テーマ　こまった　こまった

時11月6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10月20日（日）～ 30日（水）
午前10時～午後6時
内長沼地区の立体地図や郷土資料の
展示

長沼図書館

3Ｄマップ展

▶図書館スピードくじ
　午前10時　対中学生以上
　先着30人　　
　3冊以上の本を借りてくじを引
き、雑誌の付録をもらおう！
▶スペシャルおはなし会
　午前10時30分
　おはなしの会「あすなろ」による長
沼の昔話
▶本のコーティング体験
　午後2時　　中学生以上
　10人
　自分の大切にしたい本をコーティ
ングフィルムでカバーしよう！
　来館か電話でお申し込みください。
　最大1辺30㌢メートルまでの本1
冊をお持ちください。
問長沼図書館☎（67）2138

10月26日（土）は秋の図書館まつり

時10月9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

すくすくタイムお話のつどい

お母さんと赤ちゃんのためのお話
のへや

時
定
内

時
内

時 対
定
内

他

時11月24日（日）　午前9時15分（開
会式）　場須賀川アリーナ
種目
▶一般の部
▶ファミリーの部（小学生が入ること）
▶シニアの部（全員60歳以上）
　▶月～金曜日（午前8時30分～午
後5時）　生涯学習スポーツ課
▶土・日曜日、祝日（午前9時～午
後5時）  (公財)須賀川市スポーツ振
興協会（須賀川アリーナ内）
締10月31日（木）
　1,000円
問生涯学習スポーツ課☎(88)9174

第11回市ファミリーバドミン
トン大会

申

￥

申

定

電子顕微鏡で見てみよう（昨年の様子）

11/9・10は
入館料無料！

ドキドキのサイエンスショー

　令和2年度に小・中学校へ入学す
る児童・生徒を対象に、入学する学
校を指定した「入学通知書」を10月
上旬に送付します。小学校は郵送で、
中学校は、現在通学している小学校
を通じて送付します。
入学該当者
▶小学校　平成25年4月2日から26
年4月1日までに生まれた人
▶中学校　平成19年4月2日から20
年4月1日までに生まれた人
注意事項　事情により指定された学
校を変更したいときは手続きが必要
です。入学通知書と印章をお持ちの
上、学校教育課にお越しください。
就学時健康診断　小学校の入学予定
者には、入学通知書に同封して案内
しますので、必ず受けてください。
問学校教育課☎（88）9168

 ボディメイククラス(後期)
時11月13日（水）～令和2年2月25
日（火）
※月1回コース、月2回コースによ
り日時、会場が変わります。
対市内在住または在勤の18歳以上
の人（高校生を除く）　
　月1回コース30人、月2回コース
20人 
内有酸素運動と筋力トレーニングなど
申10月12日（土）～11月6日（水）
※前期を受講した人は10月14日
（月）から受け付け
￥月1回コース500円、月2回コー
ス1,000円

時11月13日（水）　午後7時30分～
8時30分　場須賀川アリーナ
対市内在住・在勤の15歳以上の人
（中学生を除く）　定30人
内ヨガ　講師　西間木恵理さん
申10月14日（月）～11月6日（水）　
※電話予約可　¥200円
　
　詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。

問須賀川アリーナ☎（76）8111

「ムシテック祭り」

ムシテック情報

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

成人式のご案内

スペシャルなイベント
盛りだくさん！

秋季全国火災予防運動

15 14令和元年10月1日令和元年10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


