
育児サポート講習会の開催

　育児の不安や疑問を解消し、楽し
みながら育児ができるように、地域
で育児をサポートするファミリーサ
ポートセンター提供会員を養成する
講座を開催します。
⃝講座内容　（回ごとの申し込みも可）

月　日 内　容

7月

  3日（水）保育の心

10日（水）子どものケアと援助

18日（木）事故の予防・応急処置

24日（水）心の発達①

31日（水）心の発達②

8月

  7日（水）身体の発達と病気

21日（水）小児看護①

28日（水）小児看護②

9月

  4日（水）子どもの遊び

  9日（月）子どもの栄養と食生活

18日（水）子育て支援サービス

ひまわりを咲かせようプロジェクト
＠福島空港　参加者募集
時6月29日（土）　午前9時30分〜午後3時　
場福島空港　定先着20組（小・中学生までの親子）　
内空港スタッフと一緒に滑走路斜面にひまわりを咲か
せてみませんか？
申・問㈱ANAエアサービス福島☎0247（57）1200

児童手当の現況届を忘れずに

　6月以降の児童手当・特例給付を
引き続き受給するには、現況届の提
出が必要です。
　現況届は、6月上旬までに受給者
に郵送します。必要書類をそろえて
同封の返信用封筒で郵送してくださ
い。
※窓口での受け付けも可能ですが、
混雑が予想されますので、なるべく
郵送で提出してください。
受付期間　6月3日（月）〜 28日（金）　
午前8時30分〜午後5時15分（閉庁
日を除く）
申・問こども課☎（88）8114

夏山登山（中級）
時7月24日（水）　午前5時出発
場田代山・帝

たい

釈
しゃく

山
さん

（南会津）
対市内在住・在勤の18歳以上で体
力に自信がある人（高校生を除く）　
定20人　¥4,500円　
申6月15日（土）〜30日（日）
アリーナ60分プログラム（7月）
時7月3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　
内コアトレーニング　
講師　大河原里美さん
¥200円　申6月11日（火）〜26日

（水）　※電話予約可
スポーツフォトコンテスト
テーマ　「スポーツや運動の魅力」　
締12月27日（金）　
結果発表　令和2年2月頃を予定

※詳しくは、開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。
須賀川市スポーツ振興協会 検索

問須賀川アリーナ☎（76）8111

家庭・児童福祉の相談

　家庭相談員・児童相談員が専門的
立場から、児童の養育や家庭問題な
どに関する相談に応じ、アドバイス
をします。
　また、内容により、さらに専門の
相談機関の紹介もしていますので、
お気軽にご相談ください。
時月〜金曜日　午前8時30分〜午後
5時15分（閉庁日を除く）
申・問家庭児童相談室・児童虐待防
止相談室（こども課内）☎（88）8115

須賀川アリーナの
講座・教室の参加者を募集!

若者交流応援事業「tm活（トモカツ）」の参加者募集

対20歳からおおむね40歳までの独身の人　※原則、市内在住・在勤・在学
の人
申6月10日（月）から各公民館で受け付けます。詳しくは開催ちらしをご覧く
ださい。

時6月15日（土）・16日（日）　①午前11時〜11時50分　
②午後1時〜1時50分　③午後2時40分〜3時30分
定40人　※小学校中学年以上向き・予約優先
内草木染めの先生を講師に迎え、ヨモギや紅花、柿渋、
桑の実、藍

あ い

など植物の染料を
使って、ハンカチやエコバッ
グを染めます。
¥ 入館料のほか、材料費が
掛かります（ハンカチ300円、
巾着350円、エコバッグ500
円、ストール1,000円　など）　
他染料が衣類に付着するとき
があります。汚れてもよい服
装で参加してください。 約2,000冊の本を積載している移動図書館「うつみね号」

時間　午前9時〜午後0時30分（開
催日により異なる）
場市役所3階　光の会議室　
定20人　¥2,000円
申・問市ファミリーサポートセン
ター（市社会福祉協議会内）☎（88）
8211

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

6 月 の 航 空 ダ イ ヤ

国際定期チャーター便運航中！

⃝講座内容　（各回定員20人。回ごとの申し込みも可）
開催日時 タイトル 会場 講師など 参加費

7月28日（日）
14:00〜16:00

ホントのあなたはど
んな人？
カラーセラピーで自
分を知ろう！

tette「ルーム4-2」
カラーセラ
ピスト　
本多美香さん

無料

8月24日（土）
17:00〜21:00
・ 25日（日）
6:00〜 8:00

夏はやっぱり花火で
しょ！

「釈迦堂川花火大会」
を近くで見よう！

⃝24日・花火大会観
覧席
⃝25日・ゴミ拾い担
当地区

公民館職員
引率

1,000円

9月28日（土）
10:30〜13:30

夏だ！自然だ！
BBQ！

郡山自然の家
※バス移動 1,000円

10月12日（土）
19：00〜21:00

スポーツの秋だ！
バドミントンで交流
しよう！

中央体育館 500円

11月23日（土）
17:30〜19:30

伝統絵付け体験
〜トートバックを作
ろう〜

tette「工作室」 吉野屋
大野修司さん 1,500円

12月21日（土）
12:30〜21:30

もうすぐクリスマス！
リアル脱出ゲーム＆
イルミネーション

・アジトオブスクラッ
プ仙台
・仙台市定禅寺通（光
のページェント）
※バス移動

公民館職員
引率 2,000円

※都合により内容を変更することがあります。
※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。
問東公民館☎（63）2154

巡　回　場　所 時間 6月 7月 9月 10月 11月 12月
大東小学校 10:15

 5日
（水）

 3日
（水）

 4日
（水）

 9日
（水）

 6日
（水）

 4日
（水）

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

 6日
（木）

 4日
（木）

 5日
（木）

10日
（木）

 7日
（木）

 5日
（木）大森小学校 12:50

田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:15  10日

（月）
 5日

（金）
 6日

（金）
11日

（金）
 8日

（金）
 6日

（金）須賀川卸センター 12:20
仁井田小学校 12:50

19日
（水）

17日
（水）

18日
（水）

23日
（水）

20日
（水）

18日
（水）向陽町東集会所 13:50

季の郷ニュータウン 14:30
第二保育所 10:30

20日
（木）

18日
（木）

19日
（木）

25日
（金）

21日
（木）

19日
（木）

稲田学園 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:00
森宿区民館 14:55
長沼東小学校 10:10 13日

（木）
11日

（木）
12日

（木）
16日

（水）
14日

（木）
12日

（木）長沼小学校 13:15
白江小学校 10:05 12日

（水）
10日

（水）
11日

（水）
17日

（木）
13日

（水）
11日

（水）白方小学校 13:00

⃝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、次の巡回日か直
接図書館に返却してください。
　なお、8月の巡回はありません。
問中央図書館☎（75）3309

手作り絵本講座

時7月6日（土）　午後1時
場長沼図書館
対小学生以上
定30人（電話申し込
み可）
内世界に1冊だけの
オリジナル絵本を
作ります。
持ち物　はさみ、定規、鉛筆、おし
ぼり
申・問長沼図書館☎(67)2138

空港公園自然塾 森の材料で自然のおもちゃを作り楽しみます。　日時　6月23日（日）　午前10時～ 正午　会場　緑のスポーツエリア　定員　20人　参加費　500円　☞福島空港公園事務所☎（89）1766

県民スポーツ大会市予選会を開催

開催日　７月7日（日）　
※屋外種目予備日　7月14日（日）
団体戦種目・会場　
▶家庭バレーボール・須賀川アリーナ
▶壮年ソフトボール・市民スポーツ広
場
▶バドミントン・市民スポーツ会館
申▶月〜金曜日　午前8時30分〜午
後5時15分　市体育協会事務局（生
涯学習スポーツ課内）
▶土・日曜日　午前9時〜午後5時
須賀川アリーナ
締6月13日（木）　¥500円×人数　
問体育協会事務局☎(88)9176

一期一会の染めあがりを楽
しみませんか

おすすめプログラム
岩谷先生の「草木染め」

ムシテック情報 FUKUSHIMA AIRPORT情報 移動図書館「うつみね号」巡回日程（6月～12月）

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

19 18令和元年6月1日令和元年6月1日

イベント情報 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


