
松明に点火されるのは

18 時 30 分からだボー！

一緒に松明太鼓も

楽しんで欲しいボー♪

11月10日（土） 松明あかし開催！

矢吹原土地改良区の専任職員募集 募集人員　専任職員　2人　応募期限　11月26日（月）　 詳しくは、矢吹原土地改良区ホームページに掲載（http://yabukihara.org/） ☞矢吹原土地改良区☎0248（42）3121

コミュニティプラザの
指定管理者

空港公園自然塾
～森のクリスマスリース作り～

第31回新春バレーボール大会
の参加者

「むかしの正月料理」の参加者

指定期間　平成31（2019）年4月1
日～ 2022年3月31日
募集説明会　11月6日（火）　午後1
時30分　市役所1階　会議室102
受付期間　11月1日（木）～30日（金）
募集要項、仕様書など　観光交流課
で直接受け取るか、市ホームページ
からダウンロードしてください。
問観光交流課☎（88）9144

　マツボックリ、ドングリ、つるな
どの森の材料で世界に一つだけのク
リスマスリースを作ります。
時12月8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　￥1,500円
申・問福島空港公園事務所☎（89）1766

時平成31年1月20日（日）　午前8時
45分（開会式）
場須賀川アリーナ
種目　家庭バレーボール男・女
￥1,500円　締11月30日（金）
申月～金曜日は生涯学習スポーツ
課、土・日曜日、祝日は須賀川アリー
ナ　※午前8時30分～午後5時
問生涯学習スポーツ課☎（88）9174

時12月15日（土）　午前9時～午後2
時　場長沼保健センター
定20人　￥1,000円
締11月30日（金）
申・問長沼観光物産振興協会（長沼市
民サービスセンター内）☎（67）2111

　中・高校生中心の選手たちが、昨年
を上回る成績を目指して、猛練習に励
んでいます。
　皆さんの盛大な応援をお願いします。
スタート　白河市総合運動公園陸上競
技場（午前7時40分）
ゴール　県庁前（午後0時41分予定）
須賀川中継所　市役所内（午前9時19
分通過予定）
問生涯学習スポーツ課☎（88）9174

第30回ふくしま駅伝を
みんなで応援しよう

陸上自衛隊高等工科学校の生徒

対中学校卒業（見込み含む）の17歳
未満の男子
修学期間　3年間（高校卒業資格を
取得）
締平成31年1月7日（月）
試験日　平成31年1月19日（土）
問自衛隊郡山地域事務所
☎024（932）1424

市図書館休館中のサービス
移動図書館特設ステーション開設
内移動図書館車内の本や雑誌の
バックナンバーの貸し出し
時11月4日（日）・10日（土）・18
日（日）・24日（土）　午前10時
～午後4時
※特設ステーションは11月24日
で終了します。
場市図書館駐車場
新聞と雑誌の閲覧
時祝日以外の午前9時から閉館
まで
場中央公民館ロビー
内当日分の新聞（14紙）と最新号
の雑誌（12誌）の閲覧
問市図書館☎（75）3309

図書館だより
読み聞かせ会など
市図書館☎（75）3309
おひざにだっこのおはなし広場
時11月20日（火）　午前11時
場中央公民館
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
子ども読み聞かせ会
時12月15日（土）　午後2時
場市役所「みんなのスクエア」
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

長沼図書館☎（67）2138
すくすくタイム
時11月14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
おはなし会
時11月24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
午後の図書館サロン
内飲み物を片手に朗読やミニコン
サートの鑑賞など
時11月24日（土）　午後1時
場長沼保健センター
対大人　定25人
￥500円
申長沼図書館

岩瀬図書館☎（65）3549
お母さんと赤ちゃんのためのお話のへや
時11月14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～「かぶってる？」～
時11月17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

「介護予防事業1月～3月コース」の
参加者
対65歳以上で介護が必要になるお
それが高い人
期間　平成31年1月～ 3月の3か月
間
内▶運動器機能向上教室　週1回

（計12回）、各公民館などでの運動
教室　▶栄養改善指導事業　月1回

（計3回）、管理栄養士による訪問指
導　▶口腔機能向上事業　月1回（計
3回）、歯科衛生士による訪問指導　
▶閉じこもり、認知症、うつ予防の
支援　保健師などによる個別相談
締11月30日（金）

問長寿福祉課☎（88）8117

須賀川市スポーツ振興協会 検索

巡　回　場　所 時間 11月
大東小学校 10:00

7日（水）
森宿区民館 12:00
柏城小学校 12:55
第二保育所 14:10
あおば町集会所 15:30
小塩江小学校・幼稚園   9:45

8日（木）
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

21日（水）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

22日（木）
須賀川卸センター組合会館前 12:00
稲田小学校 13:00
芹沢町ふれあいセンター 14:05
長沼東小学校 10:10

9日（金）
長沼小学校 13:15
白江小学校 10:05

13日（火）
白方小学校 13:00

移動図書館「うつみね号」巡回日程

図書館利用者カードの発行・更新
手続き
受付場所・日時　▶移動図書館特
設ステーション　左記「移動図書館
特設ステーション開設」のとおり
▶市役所みんなのスクエア　12月
15日（土）　午後2時～ 3時
▶長沼図書館・岩瀬図書館　開館中
申請に必要なもの　本人確認書類、
今お使いの利用者カード
問市図書館☎（75）3309

新春賀詞交歓会

時平成31年1月4日（金）　午後5時
場ホテルサンルート須賀川（加治町5）
申12月7日（金）までに、会費3,000
円を添えて秘書広報課または須賀川
商工会議所☎（76）2124にお申し込
みください。
問秘書広報課☎（88）9118

須賀川アリーナスポーツ教室の
参加者
ランニングクラス
内技術向上を目的とした実践的な練習
時12月1日(土)～平成31年2月16日
(土)　午前9時～11時（全9回）
場並木町運動場ほか　対市内在住ま
たは在勤の中学生以上の人
定40人　￥1,000円
申込期間　11月10日（土）～ 27日
（火）　
プロスポーツ（バスケットボール）
観戦ツアー
内Bリーグ（栃木ブレックスVS琉球
ゴールデンキングス）の試合観戦バ
スツアー
時12月8日(土)　午後0時30分(出発)
～午後7時(帰着)
場ブレックスアリーナ宇都宮（栃木県）
対市内在住または在勤の人。小学生
は要保護者同伴　定40人
￥一般　4,000円、小学生　3,500円
申込期間　11月10日(土)～30日(金)
オリンピックデーフェスタin須賀川
内オリンピアンと親子でレクリエー
ションなどの運動会
時12月22日（土）　午後1時～ 4時
場須賀川アリーナ
対市内在住の親子(子どもは小学生
のみ)　定100組200人
記念品　参加者にはＴシャツを配布
申込期間　決まり次第、ホームペー
ジなどでお知らせします。
アリーナ60分プログラム（12月）
内ヨガ　講師　西間木恵理さん
時12月16日(日)　午前10時～ 11
時　場須賀川アリーナ
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　￥1回200円
申込期間　11月10日（土）～ 12月9
日（日）

申申込用紙や開催ちらしに必要事項
を記入の上、参加料を添えて須賀川
アリーナにお申し込みください。
※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
※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になることがあります。
イベント開催時間内のどこかで出演するボー！

イベント名 月日 時間 出演場所 担当課

松明あかし 11月10日(土) 13:00～
　  16:00

須賀川信用金庫本店
駐車場

観光交流課
☎（88）9144

第30回ふくしま駅伝 11月18日（日） 7：00～
11：00 白河～須賀川中継所 生涯学習スポーツ課

☎（88）9174
世界キャラクター
さみっとｉｎ羽生

11月24日（土）
25日（日）

9：00～
15：00

羽生水
すいごう

郷公園
（埼玉県羽生市）

観光交流課
☎（88）9144

冬のお楽しみ会 12月1日（土）
9：00～

12：00

小塩江幼稚園 小塩江幼稚園
☎（79）4029

クリスマスキッズ
フェスタ2018 12月9日（日） 東公民館 東公民館

☎（63）2154

■『 』イベント出演予定情報（11月・12月上旬）

対象地区 申込先 電　話
須賀川・
浜田

中央地域包括
支援センター (88）8215

西袋 西部地域包括
支援センター （75）3222

小塩江・
大東

東部地域包括
支援センター （79）1551

岩瀬 長沼・岩瀬地域
包括支援センター（67）3113

11月18日(日）
開催！

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　 メール　

各種募集
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