
長沼まつり
9月8日（土）開催！

第34回長沼まつりは

9月8日（土）16時から

長沼金町通りで

　　　　開催だボー！

ボータンも

　　　楽しみだボー♪

※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・関係団体
福島空港「空の日」
フェスティバル 9月15日（土）10：00～15：00

福島空港特設ステージ
ほか

観光交流課
☎（88）9144

第6回全国小学生
一輪車大会 9月16日（日）8：30～10：00 須賀川アリーナ

生涯学習スポーツ課
☎（88）9174

小塩江幼稚園
親子運動会 9月29日（土）9：00～13：00

小塩江小学校校庭
雨天時：小塩江地域体育館

小塩江幼稚園
☎（79）4029

しらかわキャラ市 9月29日(土）
30日(日）

9:00～
16:00 白河市総合運動公園

観光交流課
☎（88）9144

平成30年度赤い羽根
共同募金運動出発式 10月1日(月) 15:00～16:00 ブルースタジアム

社会福祉協議会
☎（88）8211

第42回子どもの祭典 10月7日（日）10：00～14：00 須賀川アリーナ
生涯学習スポーツ課
☎（88）9171

■『 』イベント出演予定情報（9月・10月上旬）

「トラックの日」フェスタin2018 日時　9月29日（土）　午前10時～午後3時　会場　ビッグパレットふくしま　内容　 　各車両展示やライブステージなど　※交通遺児の募金にご協力ください。　☞（公社）福島県トラック協会☎024（558）7755

時10月23日（火）　午後7時30分～
8時30分
場須賀川アリーナ
対市内在住または在勤の15歳以上
の人（中学生を除く）　定50人
内下半身トレーニング
講師　岡本優

ゆう

紀
き

さん
￥200円
申込期間　9月11日（火）～ 10月16
日（火）
申申込用紙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（電話予約可）。
　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

アリーナ60分プログラム（10月）
の参加者

たけのこ園の児童

みどりの講座
～多肉植物を楽しむ～の参加者

市介護保険運営協議会の委員

児童クラブ館の指定管理者

対心身の発達に遅れや心配のある小
学校就学前の児童
保育時間　月～金曜日の午前9時～
午後2時（午前8時30分～ 9時、午後
2時～ 5時の預かりも可能）
療育（指導）内容
▶日常の基本的な生活習慣を身に付
ける。
▶小集団での活動を経験し、集団に
参加する力を育てる。
▶臨床心理士や音楽療法士による指導
￥市内在住の人は無料（市外在住の
人は利用料金の1割を負担）
他申し込みや見学は、随時受け付け
ています。
申・問たけのこ園☎（72）2238

時10月12日（金）　午後1時30分～
3時30分
場緑のスポーツエリア（21世紀建設館）
内人気の多肉植物の寄せ植え
定15人　￥2,000円
締10月5日（金）
申・問福島空港公園事務所☎（89）1766

募集人数　4人（超過のときは抽選）
任期　委嘱日から3年間
応募資格　市内在住の40歳以上の
人（市が設置するほかの公募委員に
委嘱されている人、市税などを滞納
している人を除く）
応募方法　応募用紙（長寿福祉課に
設置・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、郵送ま
たはFAXでお申し込みください。
宛先　〒962-8601（住所記載不要）
長寿福祉課宛
締10月1日（月）
問長寿福祉課☎（88）8117
Ｆ（88）8119

対象施設と所在地
▶須賀川一小児童クラブ館（大黒町100）
▶須賀川二小児童クラブ館（弘法坦151）
▶大東児童クラブ館（雨田字高屋敷8-1）
▶白方児童クラブ館（今泉字梅田181）
▶白江児童クラブ館（大久保字室貫26）
指定期間　平成31年（2019年）4月
1日～ 2024年3月31日（5年間）
募集説明会
時9月19日（水）　午前10時
場市役所1階　多目的室
応募書類の配布と受付期間　9月10
日（月）～ 10月5日（金)
問こども課☎（88）8124

防衛大学校・防衛医科大学校の
学生

受験資格　高卒（見込み含む）21歳未満
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の開設
時下の表のとおり　場市図書館駐車場
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
⃝開設日時（9月・10月上旬）

9月
3日（月）・8日（土）・10日（月）・
12日（水）・14日（金）・22日（土）・
30日（日）

10月 6日（土）・14日（日）
時間 午前10時～午後4時

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
市図書館☎(75)3309
おひざにだっこのおはなし広場
時9月18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

長沼図書館☎(67)2138
すくすくタイム
時9月12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9月22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

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9月12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～テーマはおかいもの～
時9月15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

種　目 受付期間 試験日

防
衛
大
学
校
学
生

推薦 9月5日（水）
～7日（金）

9月22日（土）
23日（日）

総合選抜 9月22日（土）

一般（前期）

9月5日（水）
～28日（金）

11月3日（土）
4日（日）

防衛医科大学校
医学科学生

10月27日（土）
28日（日）

防衛医科大学校
看護学科学生
（自衛官候補看護
学生）

10月20日（土）

時10月13日（土）　午前10時～正午
※雨天決行
対小学生以上（小学3年生以下は保
護者同伴）　定30人
内須賀川一里塚と下宿一里塚の間
（約4km）の歴史ウオーキング
￥300円（飲み物代・保険料・資料代）
※当日支払い（当日キャンセルのと
きは保険料をお支払いいただきます）
申9月11日（火）午前9時から電話ま
たは窓口でお申し込みください。
問博物館☎（75）3239

すかがわ歴史散策「一里を歩こう・
一里塚ウオーキング」の参加者

時10月8日（月）　午前10時30分～
午後3時（開場：午前10時）
場ビッグパレットふくしま
内▶社会参加と介護予防に取り組む
グループによる活動報告・知事表彰
▶講演会「健康長寿日本一を目指し
て～食・運動・社会参加が大切～」
講師　鎌田實

みのる

さん（医師・作家）
▶介護予防に関する各種体験・相談
▶ニュースポーツ体験
締10月1日（月）
申・問いきいき県民フェスティバル
事務局（株式会社ライト・エージェ
ンシー内）☎024（521）8070

「健康長寿いきいき県民フェス
ティバル」の参加者

市シルバー人材センターの会員

会員の条件
▶市内在住で60歳以上の人
▶健康で働く意欲のある人
▶センターの趣旨に賛同した人
▶既定の会費を納入できる人
入会までの流れ　事前申し込みの上、
入会説明会（月2回）に参加→入会申
込書を提出（希望する仕事・職歴・
免許資格・健康状態などを確認）→
理事会の承認を得て登録
就業内容　会員の希望や能力に応じ
て、臨時的・短期的、そのほか軽易
な仕事を引き受けます。
就業時の事故対応　入会と同時に加
入する団体傷害・賠償保険での対応
となります。
問須賀川市シルバー人材センター
☎（76）1992

読書感想画展
時10月7日（日）～ 16日（火）
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
絵画教室
時10月13日（土）　午前10時
対小学生以上
定30人（先着順）
内パステルでオリジナルのカ
レンダーなどを制作
持ち物　鉛筆、消しゴム、お
しぼり
申申込用紙に必要事項を記入
の上、長沼図書館にお申し込
みください（電話申し込み可）。

大人のための体験講座
（折り紙）
時9月22日（土）　午後2時　
対大人
定15人（先着順）
内折り紙の制作
秋のリサイクル広場
時10月2日（火）～ 31日（水）
内市民から寄贈された本や
図書館で利用しなくなった
本を無料で提供します（持ち
込みは随時受け付け）。
提供冊数　1人10冊

須賀川市スポーツ振興協会 検索

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

長沼図書館で開催する
イベント
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