
岩瀬図書館

時9月21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　くだもの

時10月2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5日（土）・6日（日）　
午前10時～正午
内もりの案内人を講師に迎え、秋の里山を探索します。
探索後は、ミニピザを作って食べます。
申9月5日（木）午前9時から予約開始。
電話または館内
受付でお申し込
みください。
￥300円
※未就学児は無
料、保護者同伴

松明あかしの小松明（団体）・
御神火隊の参加者募集
時11月9日（土）
場松明通り、五老山（翠ヶ丘公園内）

対学校、事業所、町内会、育成会な
どの団体（小松明の製作と運搬は各
団体で行う）
内点火した小松明を持って、妙見児
童公園から五老山山頂まで歩きます。
参加賞　1人200円
申申込書（観光交流課に設置）に必要
事項を記入の上、お申し込みくださ
い。
締9月27日（金）

対高校生から40歳代までの健脚な
男女で、3～4㌔メートル連続で走
ることができる人　定10人
内二階堂神社で御神火奉受式に参加
し、御神火のトーチを持って市内中
心部から五老山まで走ります。
※集合時間など詳しくは、別途ご案
内します。
申電話またはＥメールでお申し込み
ください。
締10月11日（金）
問松明あかし実行委員会（観光交流課
内）☎（88）9144　 kankou@city.
sukagawa.fukushima.jp

時9月29日（日）　
午前8時30分～正午
場市民スポーツ広場・会
館
内⃝オフロードバイク
隊、ドローンなどによる
被害調査訓練　⃝災害救
助犬と自主防災組織など

による救助訓練　⃝消防署、消防団による一斉放水訓練　など　
※会場では、防災教室や、起震車による地震体験、降雨体験車に
よる200㎜ /hの降雨体験、防災用品の展示などもありますので、
ぜひご参観ください。
　当日は、防災行政無線での放送、緊急速報メールの送信のほか、
消防車両のサイレンの吹鳴などがありますのでご注意ください。
問生活課☎（88）9133

まさかの災害に備えて
市防災訓練

十五夜茶会

時11月16日（土）　午後2時（午後1
時開場）　場仁井田中学校体育館
内小

こ

湊
みなと

昭
あき

尚
ひさ

さんによる尺八の演奏
¥▶大人　前売り券1,000円（当日
券1,200円）
▶小・中学生　500円（前売り・当
日一律）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
前売り券発売日　9月中旬
販売場所　各公民館・鏡石町公民館・
文化の森てんえい
問仁井田公民館☎（88）1005

仁井田地域づくり事業
「すまいる音楽館」

アリーナ60分プログラム（10月）

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

9 月 の 航 空 ダ イ ヤ

国際定期チャーター便運航中！

FUKUSHIMA AIRPORT情報

時10月29日（火）　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50人
内体幹トレーニング　
講師　岡本優

ゆう

紀
き

さん
申9月10日（火）～10月22日（火）　
※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

時9月14日（土）　午前11時～午後2
時　場福島空港エアフロントエリア
「須

す

玉
だま

亭」　定30人
内十五夜に合わせ日本庭園で茶会を
開催します。※今年の十五夜は9月
13日　¥500円　
問福島空港公園事務所☎（89）1766

時9月28日（土）　正午～午後2時
場イオンタウン須賀川（古河105）
内⃝消火器体験　⃝応急手当体験　⃝地震体験
⃝消防隊体験　⃝消防あるあるクイズ　⃝はし
ご車をバックに憧れのレスキュー隊と記念撮影　
⃝防災用品展示・防災実験　⃝スタンプラリー
（達成者に消防グッズ
をプレゼント）　など
※悪天候、地震など
の災害が発生したと
きは、中止すること
があります。
問須賀川地方広域消
防本部予防課
☎（76）3114

あつまれ未来の消防士!!
第11回消防ふれあいデー

須賀川市スポーツ振興協会 検索

ボータンマークのあるイベントには、ボータンが出演するボー !

2019福島空港
「空の日」フェスティバル

時9月28日（土）　午後2時
対大人　定15人（電話申し込み可）
内折り紙の制作

時10月6日（日）～16日（水）
内長沼地区の幼稚園児・小学生が夏
休みに描いた読書感想画の展示

長沼図書館

大人のための折り紙教室

時9月21日（土）　午前10時～午後3時
場福島空港・福島空港公園エアフロントエリア
内⃝ウルトラヒーローショー　⃝トロッコドーリーツアー
⃝空港まるごとウォッチング（整理券の配布あり）
⃝ヘリコプター遊覧飛行（先着100人、有料）　など
問福島空港事務所☎0247（57）1111

小松明行列

御神火隊

読書感想画展

絵画教室
時10月12日（土）　午前10時
定15人（電話申し込み可）
内パステルでオリジナルのカレンダー
作り
持ち物　鉛筆、消しゴム、おしぼり
問長沼図書館☎（67）2138

時10月1日（火）～30日（水）
内寄贈された本や図書館のリサイク
ル図書などを無料で提供（1人10冊
まで）　※寄贈は随時受け付け

秋のリサイクル広場

時9月28日（土）　午前10時30分
内おはなしの会「あすなろ」と職員に
よる読み聞かせや紙芝居など

おはなし会時10月6日（日）　午前9時開会式
※午前9時30分・10時30分・11時
30分に分けてスタート
集合場所　福島空港
対10㌔メートル程度を歩ける人（小学
生以下は保護者の付き添いが必要）
定300人
内テーマ　芭蕉・俳句
　約8㌔メートルのコース内に
チェックポイントを設け、地元のお
いしい食などでおもてなしをします。
※未就学児は無料（飲食の提供なし）
申▶インターネット「スポーツエント
リー」http://spoen.net/79809
▶申込書を観光交流課に提出（FAX可）
￥3,000円
問観光交流課☎（88）9144
F（72）9845

O
オ ン セ ン
NSEN・ガストロノミーウォー
キングinすかがわ＆福島空港 第52回須賀川市民体育祭

　「スポーツを楽しもう」をスローガ
ンに全31種目で開催します。
※各種目の開催日程などは、市ホー
ムページに掲載しています。

総合開会式
時9月28日（土）　午後6時
場グランシア須賀川（池上町74）
問市体育協会（生涯学習スポーツ課
内）☎（88）9176

お話のつどい

お母さんと赤ちゃんのためのお話
のへや

須賀川市民体育祭 検索

時9月22日（日）　①午後1時～ 2時
②午後2時10分～ 3時10分
場tette1階「ルーム1-1」
対幼児～大人（小学校3年生以下は
保護者同伴）
内須賀川出身の画家・須田珙

きょう

中
ちゅう

が描
いた偕

かい

楽
らく

園
えん

好
こう

文
ぶん

亭
てい

（茨城県水戸市）の
襖
ふすま

絵修復に用いる下張りの和紙に、
墨で絵や文字を描きます。
定各回30人
申博物館の窓口か電話でお申し込み
ください。
問博物館☎（75）3239

おもしろ博物館講座
「襖絵タイムカプセル」

時9月28日（土）　①午前10時
②午後1時　※各回約90分　
場郡山市高篠山森林公園（郡山市逢
瀬町多田野字高篠1-6）
定各回40人
内「富良野自然塾」のプログラム「出
張版・地球の道」で地球環境を学ぶ
申郡山市ホームページ・電話・FAX
締9月17日(火）

問郡山市農林部林業振興課
☎024（924）2231
F 024（938）3150

富良野自然塾in郡山

郡山市 富良野自然塾 検索

秋の里山でお宝（？）探し

復活！

「わんぱく自然塾・秋」

ムシテック情報

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

防災・消防
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