
時10月5日（火）　午前10時～11時
講師　小野すま子さん
申込期間　9月12日（日）～28日（火）

時10月20日（水）　午後7時～8時
講師　岡本優紀さん
申込期間　9月12日（日）～10月13日（水）

時10月28日（木）　午後7時～8時
講師　西間木恵理さん
申込期間　9月12日（日）～10月21日（木）

場須賀川アリーナ　
￥200円
対市内在住または在勤、在学の15
歳以上の人（中学生を除く）　
定30人
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）。
問須賀川アリーナ☎（76）8111
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ムシテック情報

「古川先生の思い出・W
ダブル

」
9月のおすすめプログラム

開館　午前9時
閉館　午後4時30分

☎（89）1120

9月21日～30日は秋の全国交通安全運動
安全は 気配り 目くばり 思いやり
　これからは日没時刻が急激に早まります。歩行者は反射材を身に着け、
車道を横断するときは十分注意しましょう。
　運転者は、同乗者にシートベルトの着用を促し、早目にライトを点灯し、
子どもや高齢者の近くを通過するときは徐行をするなど、ゆとりを持って、
思いやりのある運転を心掛けましょう。
運動の重点
▶子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
▶夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
▶自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
▶飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
問市民安全課☎（88）9128

アリーナ60分プログラム（10月） アリーナスポーツ大学

9 月の 航 空 ダイヤ

国
　
内
　
線

札 幌
（新千歳）

福島 9:35→札幌11:10 札幌13:05→福島14:25

福島14:55→札幌16:15 札幌15:00→福島16:30

大 阪
（伊丹）

福島 8:10→大阪 9:30
※18日、20日、23日、26日、
29日、30日のみ運航

大阪 7:50→福島 9:00

福島12:55→大阪14:05 大阪11:20→福島12:25

福島17:10→大阪18:30
大阪16:50→福島17:55
※1日～5日、17日～26日、28日
のみ運航

福島18:25→大阪19:35
※1日～5日、17日～26日、28日
のみ運航

大阪19:20→福島20:30
※17日、19日、22日、25日、
28日、29日のみ運航

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

※ダイヤは変更になることがあります。ご利用の際は、各航空
会社にお問い合わせください。

FUKUSHIMA AIRPORT情報

時日時　場会場　対対象　定定員（抽選などの記載がないものは先着順）　内内容　申申込方法または申込先　　　　　　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ファクス　 メール

岩瀬図書館「お話のつどい」
時9月18日（土）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせ、
手遊びなど
テーマ　「くるくる
ころころ」

図書館情報

移動図書館「うつみね号」巡回日程
巡回場所 時間 10月 11月 12月

大東小学校 10:10
6日（水） 4日（木）

※大東小10:00
1日（水）

※大東小10:00ワークセンター麦 10:50
あおば町集会所 14:00
小塩江小・幼稚園   9:45 1日（金）

5日（金） 2日（木）
田中バス停 13:50 7日（木）
西袋第二小学校 10:00

8日（金） 8日（月） 3日（金）
須賀川卸センター 12:20
大森小学校 12:50 7日（木） 12日（金） 2日（木）
柏城小学校 12:55 6日（水） 1日（月） 1日（水）
仁井田小学校 12:50

20日（水） 17日（水） 15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

21日（木） 18日（木） 16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
白江小学校 10:05

13日（水） 19日（金）
※白方小13:10 8日（水）

白方小学校 13:00
長沼東小学校 10:10

14日（木） 11日（木） 9日（木）
※長沼東小10:00長沼小学校 13:15

岩瀬図書館「お母さんと赤ちゃんの
ためのおはなしのへや」
時10月6日（水）　午前10時30分
内絵本の読み聞かせ、わらべうた、
手遊びなど　
問岩瀬図書館☎（65）3549

問中央図書館☎（75）3309

第54回須賀川市民体育祭

長沼まつり「ねぶた展」

　勇壮で艶
あで

やかな色彩の妙をぜひご
覧ください。
時9月11日（土）・12日（日）　午前10
時～午後5時
場ながぬまラボ（旧長沼屋内ゲート
ボール場）
問長沼まつり実行委員会（長沼市民
サービスセンター内）☎（67）2111

ロボット制作教室

　市民の健康増進と体力向上のため
に開催します。開催種目・日程など
は、市ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大
防止を図りながら、開催可能な種目
のみ実施します（総合開会式は行い
ません）。
問市体育協会（生涯学習スポーツ課
内）☎（88）9176

時9月25日（土）　午前9時30分～午
後3時（予定）
場東公民館
対小学5年生～中学3年生（小学生は
保護者同伴）
定16人（先着順）
内部品組み立てやはんだ付け、プロ
グラムインストールなど
講師　福島大学教授・高橋隆行さん
￥2,000円（材料代）
申 郡山地域ニュー
メディア・コミュニ
ティ事業推進協議会
のホームページから
お申し込みください。
締9月17日（金）
問郡山地域ニューメディア・コミュ
ニティ事業推進協議会
☎024（947）4400

ステップ運動

体幹トレーニング

ヨガ

時10月26日～12月14日（火曜日・全
8回）　午後6時30分～8時
※第5回は11月24日（水）に開催
場須賀川アリーナ　
対市内在住または在勤、在学の15歳
以上の人（中学生を除く）　定20人
内トレーニングなどの理論や各種ス
ポーツを体験し、スポーツマイス
ター（名人）を目指します。
※各回ごとの参加も可能です。
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（電話予約不可）。
申込期間　9月19日（日）～10月3日（日）
￥全回3,000円（1回参加500円）
問須賀川アリーナ☎（76）8111

時9月25日（土）・26日（日）
①10:00～12:00　②13:30～15:30
対小学校中学年以上向き
内木製の額にアクリル
絵の具で色付けし、砕
いたタイルやステンド
グラスなどを貼り付け
て、写真立てとペン立
てを作ります。
申9月9日（木）午前9時
から電話予約開始
￥1個600円（材料費）

思い出の一つにいかが？

「あたらしいきずな」～里親入門講座～

里親入門講座・個別相談会

時10月19日（火）　午前10時～11時30分
場郡山合同庁舎　定20人　
内養育里親による体験談など
締10月12日（火）

時11月2日（火）　※1組1時間程度
場県中児童相談所　定5組
締10月26日（火）
申・問県中児童相談所☎024（935）
0611

里親についての個別相談会

豊中まつり2021を開催！
　福島空港から飛行機でつながる
大阪府豊中市で毎年開催される「豊
中まつり」を、今年もWEBで配信
します。
　本市の友好都市でもある豊中市
の祭りを、ぜひご覧ください！
時10月2日（土）・3日（日）　午前11
時～午後8時
配信プログラム　バンドのライブ映
像配信、就航都市バーチャル観光など
問豊中まつり実行委員会
☎06（6840）6888

令和3年度文化センター自主事業
NHK公開放送番組「新・BS日本のうた」

時10月28日（木）　午後6時
出演者　中
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ほか（五十音順）
申郵便往復はがきに郵便番号・住所・
氏名・電話番号・観覧希望人数(は
がき1枚で2人まで入場可)を記入の
上、〒962‒0054　牛袋町11番地　
須賀川市文化センター「新・BS日本
のうた」観覧係にお申し込みくださ
い。　締9月29日（水）必着
※応募多数のときは、抽選の上、座
席指定券を送付します。
他応募の際に記入いただいた情報
は、抽選結果の連絡のほか、NHK
では、受信契約者情報との照合、受
信料のお願いに使用させていただく
ことがあります。
問文化センター☎（76）7777

郡山地域ニューメディア・
コミュニティ
事業推進協議会

第50回交通安全鼓笛パレード
の中止

　9月22日（水）に予定していた第50
回交通安全鼓笛パレードは、新型コ
ロナウイルス感染症の拡大防止のた
め、中止とします。
問学校教育課☎（88）9168

19 18令和3年9月1日令和3年9月1日

子育て・イベント情報 子育て・イベント情報


