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
￥ 料金
（表示のないものは無料） 申 申し込み 締 締め切り 他その他 問 問い合わせ Ｆファックス

図書館
図書特別整理による休館
蔵書の点検・整理作業などのため
休館します。
なお、休館中の本の返却は返本ポ
ストにお願いします。
休館日

▶長沼図書館 2月8日(金)〜15日
（金）
▶岩瀬図書館 2月1日
（金）
〜7日
（木）
問 長沼図書館☎
（67）2138

岩瀬図書館☎
（65）3549

所

時間
10:15

森宿区民館

2月

12:00

第二保育所

6日
12:55 （水）
14:10

あおば町集会所

15:30

柏城小学校

小塩江小学校・幼稚園

9:45

たからじま作業所
ワークセンター麦

11:00

大森小学校

12:50

田中バス停前

14:00

仁井田小学校

12:50

向陽町東集会所

14:10

季の郷ニュータウン

15:10

西袋第二小学校

10:15

7日
（木）

13日
（水）

須賀川卸センター組合会館前 12:00

14日
13:00 （木）

稲田学園

芹沢町ふれあいセンター 14:05
長沼東小学校

10:10

長沼小学校

15日
13:15 （金）

白江小学校

10:05

20日
13:00 （水）

白方小学校

子ども読み聞かせ会（中央図書館）
時1月12日（土）・26日（土）午後2時
場tette2階「こどもライブラリー」
内
「読み聞かせの会ポケット」による
絵本の読み聞かせや紙芝居など

おなはし会（長沼図書館）
時1月26日（土） 午前10時30分
場長沼図書館
内お話の会「あすなろ」と職員による
絵本の読み聞かせや紙芝居など
お母さんと赤ちゃんのためのお話の
へや（岩瀬図書館）
時1月9日（水） 午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど
お話のつどい（岩瀬図書館）
時1月19日（土） 午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせや手遊び、簡単
な工作など
テーマ：えとのはなし「いのしし」
問 中央図書館☎
（75）3309
長沼図書館☎（67）2138
岩瀬図書館☎（65）3549

各種募集

第58回新春書道展

「Let's ZUMBA」の受講者

1月5日（土）の席書大会で、市内

の小・中学生約200人が書き上げた
作品を展示
時1月19日（土）・20日（日） 午前9
時〜午後5時
場tette1階「たいまつホール」
問生涯学習スポーツ課☎（88）9173

すくすくタイム（長沼図書館）
時1月9日（水） 午前10時30分

場長沼図書館
内絵本の読み聞かせやわらべうた、
手遊びなど

移動図書館
「うつみね号」巡回日程
巡 回 場
大東小学校

催し

読み聞かせ会
おひざにだっこのおはなし広場（中
央図書館）
時1月16日（水） 午前11時
場tette2階「こどもライブラリー」
内お話の会「ラ・ポム」による絵本の
読み聞かせや紙芝居、手遊びなど

メール

平成30年度明るい選挙啓発
ポスターと選挙川柳作品展
明るい選挙啓発ポスターコンクー

ルと選挙川柳の応募作品を展示しま
す。
ポスターコンクールの応募作品
は、ご来場の皆さんにより優秀作品
を選ぶ「投票」も行いますので、ぜひ
ご覧ください。
時2月2日（土）〜12日（火）
場tette1階「tette通り」
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

〜みんなで守ろう〜
1月26日(土)は文化財防火デー
昭和24年1月26日、法隆寺金堂
壁画が火災により焼損したことを契
機に、昭和30年に定められました。
65回目の今年も、全国各地で文
化財防火運動が展開されます。地震
や火災から、掛け替えのない貴重な
文化財をみんなで守り、次の世代へ
引き継ぎましょう。
問文化振興課☎（88）9172

さい。
問 勤労青少年ホーム
（東公民館）
☎（63）2154

第32回ラバーバレーボール大会
㏌須賀川
時3月3日（日） 午前8時45分
場須賀川アリーナ
チーム編成 男女混合6人（選手登
録は12人以内とし、試合中にプレー
する男子は2人以内とすること）
（木）までに参加料1,500
申1月31日
円を添えて、お申し込みください。
▶月〜金曜日 生涯学習スポーツ課
▶土・日曜日、祝日 須賀川アリーナ
問生涯学習スポーツ課☎（88）9174
東京須賀川会の会員

どで交流を深めています。
また、
「広報すかがわ」を毎月お送

イベント出演予定情報（1月）
イベント名

月日

時間

出演場所

10:00〜
市民交流センターｔｅｔ
ｔｅ 1月11日
tette
（金）
10:30
オープニングセレモニー
平成31年市成人式

1月13日
（日）

11:00〜
文化センター
12:00

りしています。

担当課
市民交流センター
整備室
☎
（88）
9183

ぼ

生涯学習スポーツ課
☎
（88）
9171

イベント開催時間内のどこかで出演するボー！
※あくまで出演予定ですので、天候などにより、出演時間の変更や出演中止となる場合等がありますので、ご了承願います。
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家計とお金の悩みに関する無料相談会

専門相談員が家計や借金の状況を伺い、必要に応じて弁護士などの専門家に引き継ぎを行います。

内体幹トレーニング
講師 岡本優紀さん
時2月19日（火） 午後7時30分〜8
時30分
場 須賀川アリーナ

時 1月28日、2月4日・18日
（月曜日、
全3回） 午後7時〜8時30分
内ラテン系などの軽快なリズムに
対市内在住または在勤の15歳以上
乗って楽しくエクササイズ
の人（中学生を除く）
定50人 ￥200円
講師 インストラクター misonoさん
場 勤労青少年ホーム
申込期間 1月11日（金）〜2月12日
（東公民館）
（火）
対市内在住または在
申所定の申込用紙に必要事項を記入
勤の成人
の上、参加料を添えて須賀川アリー
定 30人 ￥ 500円
ナにお申し込みください（電話予約
申込期限 1月18日
可）。
（金）
※詳しくは開催ちらしやホームペー
申 勤労青少年ホームに直接お申し込
ジをご覧ください。
須賀川市スポーツ振興協会 検索
みください（電話申し込み可）。
問須賀川アリーナ☎（76）8111
※お子様連れでの参加はご遠慮くだ

毎年4月に東京都内で総会を開
き、近況報告や須賀川の思い出話な

■

須賀川アリーナ
60分プログラム（2月）の参加者

対市にゆかりのある人で、東京都内
またはその近県に居住・勤務してい
る人
問観光交流課☎（88）9145

東京須賀川会事務局 税理士法人
布施木事務所内 関根正利さん
☎03（3255）6466（代）

18歳からの投票立会人・
選挙広報アナウンサー
対市内在住の18歳から29歳までの
選挙権がある人
登録と選任
▶投票立会人 申し込みにより登録
し、選挙の際に期日前投票所の立会
人に選任します（報酬1日9,500円）。
▶選挙広報アナウンサー 市長選挙
と市議会議員選挙の際に、選挙広報
用アナウンスの吹き込みをお願いし
ます（報酬はありません）。
申住所・氏名・生年月日・電話番号を

記入の上、次のいずれかの方法でお
申し込みください
（電話申し込み可）
。
senkyo@city.
Ｆ（72）1271
sukagawa.fukushima.jp
問選挙管理委員会事務局
☎（88）9163

県立テクノアカデミー
介護福祉士養成科の訓練生
時 4月〜2021年3月
（2年間）

場県内の介護福祉士養成施設
対 求職中の人 定 20人
※受講料は無料です（テキスト代や
保険代などは個人負担）。
申 1月中旬〜 2月末日(予定)
問 県立テクノアカデミー郡山
☎024（944）1663

こおりやま広域連携中枢都市圏
ビジョン
（案）のパブリックコメント
募集期間

1月11日(金)〜2月12日

(火)
閲覧場所 市役所「みんなのスクエ
ア」、長沼・岩瀬各市民サービスセ
ンター、各公民館、コミュニティプ

ラザ、tette、こおりやま広域圏ポー
タルサイト（郡山市ホームページ内）

対こおりやま広域圏内に在住・在勤・
在学の人、ビジョンに利害関係があ
る人
提出方法 任意の様式に、住所・氏
名・連絡先を記入の上、次のいずれ

かの方法で提出してください。
▶郵送 〒963-8601(住 所 記 載 不
要）郡山市政策開発課宛
▶Ｆ 024(924)2822
▶ seisaku-kaihatsu@city.
koriyama.fukushima.jp
問 郡山市政策開発課
☎024(924)2021
あさかの学園大学の学生
〜こおりやま広域圏連携事業〜
内 高齢者の生きがいと、社会参加へ

の契機を目的に、2019年度から、
こおりやま広域圏内の市町村が郡山
市と連携して行う事業です。
入学資格 広域圏内の市町村（本市
含む）に在住の60歳以上の人
募集学科 ①健康・福祉 ②郷土・
生活 ③芸術・文化
定 各60人程度

修業年限
授業回数

4月から2年間
週1回程度（年間36回）

学習場所 ビッグアイ7階 会議室
（郡山市駅前2丁目11-1）など
￥ 年間15,000円（教材費などは別途）
募集期間 1月4日(金) 〜 31日(木)
申 ・問 あさかの学園大学事務局
☎024（924）2957
空港公園自然塾の参加者
〜干支のイノシシ作り〜
自然の材料を使った干支の「イノ

シシ」作り
時 1月19日
（土） 午前10時〜正午
場緑のスポーツエリア
（21世紀建設館）
定 15人 ￥ 500円
申 ・問 福島空港公園事務所☎（89）1766

日時 1月16日(水) 午後1時〜 4時 会場 市役所2階※1月15日(火）までに要予約 ☞財務省福島財務事務所理財課☎024（533）0064
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