
岩瀬図書館

お話のつどい
時4月18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　ともだち
問岩瀬図書館☎（65）3549

時5月21日（木）　午後1時～ 4時
※事前予約
場tette3階　「ルーム3-1」
内不動産登記や会社登記、相続・遺
言、多重債務、少額の裁判、成年後
見などに関する法律相談
予約・問合せ先　司法書士総合相談
センター☎0120（81）5539
受付時間　午前10時～ 12時30分・
午後1時～ 4時（祝日を除く月～金
曜日）

工作・実験
▶5月2日（土）～4日（月）　「わりばし
鉄砲」・「磁石で遊ぼう」
▶5月5日（火）・6日（水）　「ふわふわ
ひこうき」・「オイルマジック」
フィールドワーク
5月2日（土）～6日（水）　
「お池の探検隊」
※当日、先着順で整理券
を配付するプログラムが
あります。

時4月11日（土）　午前10時～正午
場エアフロントエリア　定30人
内樹木医のうんちくを聞きながら公
園内にあるサクラを楽しみます。
講師　鈴木俊行さん　¥300円
問福島空港公園事務所☎（89）1766

問い合わせ ●札幌・大阪（ANA）☎0570（029）222
　　　　　　●大阪（IBEX）☎0120（686）009

※ダイヤは変更になることがあります。各航空会社にお問い合わせください。
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線

札 幌
（新千歳） 福島 9:55→札幌11:20 札幌16:00→福島17:25

大 阪
（伊丹）

福島 8:05→大阪 9:20 大阪 8:15→福島 9:20
福島12:40→大阪13:55 大阪11:00→福島12:05
福島17:25→大阪18:40 大阪15:50→福島16:55
福島18:00→大阪19:15 大阪19:15→福島20:20

4月の航空ダイヤ

FUKUSHIMA AIRPORT情報 子育て中のみなさんへ

お得に空の旅を！
利用団体に助成金を交付

長沼図書館司法書士による無料法律相談

対10人以上の構成市町村（須賀川市、岩瀬・石川郡）の住
民で組織された団体
期間　●定期便：11～5月　●チャーター便：4～ 3月
※定期便・チャーター便それぞれに期間中1団体各1回
助成額（1団体）　●札幌便：10万円　●大阪便：3万円
●チャーター便：5万円　　問観光交流課☎（88）9145

体験コーナー（午前10時）
対幼児から小学生までとその保護者
内親子で新聞エコバックを作製
スペシャルおはなし会（午前11時）
対幼児から小学生までとその保護者
内おはなしの会「あすなろ」による絵
本・紙芝居などの読み聞かせ
図書館スピードくじ（午後1時）
対幼児から小学生まで
内本を借りて、外れなしのくじ引き
図書館クイズ（午後1時）
対小学生
内クイズに答えて賞品をゲット

時4月25日（土）～5月31日（日）
内寄贈された本や図書館で利用しな
くなった本を無償で提供（図書館へ
の寄贈は随時受け付け）
問長沼図書館☎（67）2138

空港公園の魅力再発見「観
かん

桜
おう

会
かい

」

柏城児童クラブ館の増築

　将来的なニーズの高まりに対応す
るための増築工事が完了し、4月1
日に開設しました。
　増築により、利用定員は80人増
え、205人と
なりました。
問こども課
☎（88）8114

第3回ONSEN・ガストロノミー
ウォーキングinすかがわ＆福島空港

図書館こどもまつり　4月25日（土）

本のリサイクル広場

すくすく赤ちゃん応援券

対0歳から1歳のお子さんの養育者
で、お子さんと養育者がともに本市
に住所がある人
内対象となるお子さんが0歳と1歳
のときに、3万円分（1枚2,500円の
券を12枚）を支給
申請案内
▶0歳児　出生・転入手続き時
▶1歳児　1歳の誕生日を迎える月の
初めに申請書を郵送・転入手続き時
必要な物　●印章　●申請者（養育
者）の本人確認書類（運転免許証など）
他転出予定の人は、転出日の前日ま
でに申請してください。
申・問こども課☎（88）8114

　子どもを一時的に預かるなど、ご
家庭や保育施設などで対応できない
ちょっとしたお手伝いをします。
対小学6年生までのお子さん
内●習い事の送迎　●保育施設のお
迎え　●一時預かり　など
利用時間　午前6時～午後10時
利用料金（報酬）1時間当たり
▶月～金曜日　600円（5時間目から
は400円）
▶土・日曜日、祝日、年末年始　
700円（5時間目からは500円）
※子育てを援助する提供会員も随時
募集しています。
問ファミリーサポートセンター
（市社会福祉協議会）☎（88）8211

子育て支援アプリ
すかがわ「てくてく」

産前産後ヘルパー派遣

　子育て世代の妊娠・出産・育児を
サポートします。母子手帳と併せて
ご活用ください。
アプリの機能　成長記録・予防接種
の管理、市内の子育て情報、子育て
関連施設の検索など
※利用料金は無料ですが、
通信料は利用者の負担と
なります。
問こども課☎（88）8114

対妊娠中または出産後6カ月以内
で、体調不良などのため家事や育児
が困難であり、同居の親族などから
の援助を受けることができない人
内妊娠中や出産後に、体調不良など
で家事や育児が困難な家庭に、ヘル
パーを派遣
利用時間帯　午前7時～午後7時（12
月29日～1月3日を除く）
利用時間　1回2時間以内
利用回数　1日2回まで（年合計20
回まで）
申申請書（こども課に設置）に必要事
項を記入の上、こども課に提出
￥1回800円
問こども課☎（88）8114

巡回場所 時間 4月 5月
大東小学校 10:10

 15（水）
8日（金）ワークセンター麦 10:50

柏城小学校 12:55 13日（水）
あおば町集会所 14:00 8日（金）
小塩江小・幼稚園   9:45

 16（木） 11（月）大森小学校 12:50
田中バス停 13:50
西袋第二小学校 10:00  20（月）13日（水）須賀川卸センター 12:20
仁井田小学校 12:50

24（金） 27日（水）向陽町東集会所 13:50
季の郷児童公園 14:40
第二保育所 10:30

30（木） 29日（金）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 23（木） 7日（木）長沼小学校 13:15
白江小学校 10:05 17日（金）14日（木）白方小学校 13:00 10日（金）

●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
まで借りられます。
　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（市内各図書館で
返却可）。
問中央図書館
☎（75）3309

移動図書館「うつみね号」巡回日程

令和3年歌
うた

会
かい

始
はじめ

のお題と詠
えい

進
しん

歌
か

お題　「実（じつ）」
　「実」の文字が詠み込まれていれば
「実験」「果実」のような熟語や「実る」
のような訓読でも構いません。
詠進歌の詠進要領
▶お題を詠み込んだ自作の短歌で1
人1首とし、未発表のもの
▶半紙（習字用）に毛筆で自書したもの
▶病気や身体の障がいで自書できな
い人は、代筆やパソコンの使用も可
申宮内庁に郵送で提出
宛先　〒100-8111（住所記載不要）
宮内庁（封筒に「詠進歌」と書き添え
てください）
締9月30日（水）　※当日消印有効
　詳しくは、宮内庁ホームページを
ご覧ください

問秘書広報課☎（88）9118

時5月10日（日）
▶開会式　午前9時
▶スタート　①午前9時30分　②午
前10時30分　③午前11時30分　
場福島空港（開会式）
※各回の受け付け後、バスで市内に
移動します。
対10km程度を歩ける人
※小学生以下は保護者同伴
定300人（各回100人）
内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を提供
テーマ　春・牡丹園
￥●中学生以上　3,000円
●小学生　2,000円
※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:// sportsentry.ne.jp/
t/82342
▶申込書を観光交流課に提出

問観光交流課☎（88）9144

詠進歌 検索

　13メートル四方
で重さ約1㌧の大

おお

凧
だこ

を、100人以上で引
き揚げます。
時5月4日（月・祝）、5日（火・祝）　
午前10時
場相模川グラウンド（神奈川県座間市）
主催　大凧まつり実行委員会（座間
市商工観光課）☎046（255）1111
☞観光交流課☎（88）9145

友好交流都市の情報
200年以上の伝統を誇る
「座間市大凧まつり」

すかがわてくてく

ファミリーサポートセンターの
ご利用を

お池の探検隊

ふわふわひこうき

ご当地グルメでおもてなし

スペシャルプログラム

ムシテック情報

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

ゴールデンウィークは
ムシテックへGO!

今月号に掲載のイベント情報などは、3月24日現在の情報です。お出掛け前にご確認を 中止となることがありますので、お出掛け前にご確認ください。19 18令和2年4月1日令和2年4月1日
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