
※20名様以上の団体料金となります。
※「ふくしま教育週間」期間中（11/1～6）は高校生以下無料となります。 

　ゲームやアニメで使われていた音楽とともに、満天の星空
を見上げてみましょう。

じょーもぴあ宮畑体験会

　宮畑遺跡史跡公園内に復元された建物の案内や、弓矢、火
おこし、縄文服の試着などの様々な縄文体験を行います。焼
かれた住居跡や、巨大建造物などのミステリーも解説します。

じょーもぴあ宮畑10：00〜15：00 会 場時 間

16：30〜17：15 120名定 員時 間

10月16日（日）

　2011年3月11日の東日本大震災とそれ
に続く原発事故は、美術家たちにも大きな衝
撃を与えました。震災から5年が経ち、美術
家たちは少しずつ震災を表現し始めています。
　本展は、震災とその後の福島の状況をテ
ーマに制作している作家を紹介し、作家たち
が現況をどう捉え、自己の表現に結びつけて
いるか中間報告します。

10月10日（月・祝）まで開催中！
被災地からの発信 ～ふくしま3.11以降を描く～

10月の
こむこむプラネタリウム情報

スターリーアワー 「Seasons」

　ピアノの生演奏とともに、満天の星空を見上げ
てみましょう。

120名定 員19：00〜19：45時 間

お仕事あとのプラネタリウム
Live in Stardust 「秋空に響く愛のメロディー」

※就学前のお子さんは入場不可。
※観覧券の販売は当日9：30～
　投影開始5分前まで。

　普段見ることができない投影の裏側(機械の操作説明など)を少しだけ
公開します。

①14：05〜
②15：45〜

①13：30〜の投影を観覧された方
②15：00〜の投影を観覧された方対 象時 間

プラネタリウム バックヤードツアー

TEL.024-531-5511
お問い合わせ

TEL.024-524-3131
福島市子どもの夢を育む施設 こむこむお問い合わせ

TEL.024-573-0015
じょーもぴあ宮畑 

福島県立美術館
10月11日～14日
全館展示替による臨時休館

参加ご希望の方は当日、
会場にお集まりください。

　浮世絵を代表する三人の絵師、歌川広重
(1797-1858)、葛飾北斎(1760-1849)、歌川国芳
(1797-1861)が描いた風景版画の代表作が一
堂に会します。
　広重の《名所江戸百景》《六十余州名所図
会》をはじめ、北斎《富嶽三十六景》、国芳《東
都名所》など約250点の名品を展示します。
※会期中展示替えがあります。

10月29日（土）~12月11日（日）
原 安三郎コレクション 広重ビビッド

9：30〜17：00
（最終入館は16：30）

時 間

9：30〜17：00
（最終入館は16：30）

時 間

松本良子「風が吹いた日3.15」

観覧料
無料

※休館日
　毎週月曜日、11月24日

※休館日 毎週火曜日

お問い
合わせ

歌川広重「六十余州名所図会 阿波 鳴門の風波」

※バックヤードツアー
　のみの参加はできません。

平成28年9月6日（火）
 in吾妻学習センター

平成28年9月9日（金）
 inとうほう・みんなの文化センター
　（福島県文化センター）

表彰伝達式が開催されました

　戦後の混乱をようやく乗り越えた高度成長期。日本は国際舞台に歩みを進めてきましたが、まさ
に波乱激動の半世紀でもありました。困難や苦労は数えきれないものだったであろうご夫婦のみ
なさま。力を合わせて助け合いながら様々な困難や苦労を乗り越えて、明るく楽しい家庭を築き、
地域社会のためにご尽力いただきました。
　この度の伝達式を通じ、50年間の万感の思いが胸に込み上げてこられるご夫婦もいらっしゃる
のではないでしょうか。これからもご夫婦そろってご自愛いただき、夫婦円満、家庭円満に末永く
幸せな人生を歩まれていくことをお祈り申し上げます。
　改めまして、金婚50年を心よりお喜び申し上げます。

福島民報社・公益財団法人  福島市老人クラブ連合会  主催

第30回しあわせ金婚夫婦

三宅新聞店は、ご夫婦が共に歩んだ
夫婦生活50年間の思い出を綴った
「しあわせ金婚夫婦表彰記念誌」を
毎年発行しています。

三宅新聞店 制作

しあわせ金婚夫婦
表彰記念誌

 一般・大学生
高校生
小・中学生

1,000円
600円
400円

※団体800円
※団体500円
※団体300円

観 覧 料

参加無料
じょいもん展示室のみ
観覧料が必要

1日（土）

21日（金）

29日（土）

10月1日（土） 
時 間 14：00～ 
解 説 齋藤 杏奈、坂内 直美、松本 良子

会 場 展示室内

　０歳から３歳くらいまでの赤ちゃん
と保護者と一緒にわらべうたやおはな
しを楽しみます。 

　企画展示「福島の引札Ⅱ」の関連講座と
して、福島市教育委員会文化課市史編纂室
の柴田俊彰氏による講座を開催します。

出品作家によるギャラリートーク

10月13日（木）10月23日（日）

赤ちゃんと保護者のための
“ちいさなおはなしかい”

ふれあい歴史館移動展  「福島の引札Ⅱ」

ふくしまを知る連続講座②
「引札」が語る商業のまち福島の歴史Ⅱ

　福島市ふれあい歴史館が所蔵する、明治・大正期の「引札」
を展示し解説するとともに、県立図書館が所蔵する関連資料を
紹介します。

TEL.024-535-3220
福島県立図書館 企画管理部 お問い

合わせ

TEL.024-535-3220
福島県立図書館 企画管理部 お問い

合わせ

TEL.024-535-3218
福島県立図書館 資料情報サービス部 お問い

合わせ

事前申込不要
参加無料

事前申込不要
参加無料

10月7日（金）~11月3日（木・祝）
福島県立図書館
展示コーナー

福島県立図書館
第一研修室

会 場9：30～19：00
（土日祝は〜１７:３０）月曜休館

時 間

会 場14：00～15：30時 間 福島県立図書館会 場10：30～11：00時 間

※共通注意事項／●音楽堂コンサート等の行事と重なるときなどは日程の変更があります。
　　　　　　　　●申し込み人数が少ない場合は、教室をとりやめることがあります。

　

福島市働く婦人の家・福島市勤労青少年ホーム（福島市入江町1-1 TEL.024-531-6221）お問い合わせ

受講生募集平成28年度
第Ⅱ期

受講対象／市内に居住又は勤務している勤労女性、又は勤労家庭の女性。
婦人の家講座は託児も受け付けます。（先着10名。2歳以上の未就学児童に限ります）

募集期間／平成28年10月9日（日）9：00～10月14日（金）17：00
申込方法／・募集期間内に直接来館してお申し込みください。その際、受講料をご用意ください。（電話による申し込みはお受けできません）
　　　　　・受付は先着順となります。ただし、募集期間初日の9：00の時点で定員を超えている場合は抽選となります。

働く婦人の家 勤労青少年ホーム
レクダンス教室

20名
10/27・11/10、17、24
【毎週木曜日の４回コース（11/3は除く）】
10：00～11：30
働く婦人の家 2Ｆ軽運動室
いろいろなジャンルの音楽に合わせて楽し
く踊り、健康な体をつくりましょう。同じ趣味
の仲間もたくさん増えて楽しい生活の活力
になります。
500円（保険料）
日本フォークダンス連盟公認指導員 油井 ヒサ子

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

大正琴教室
10名
10/25・11/1、8、15、22
（毎週火曜日の５回コース）
10：00～12：00
勤労青少年ホーム 3Ｆ音楽室
はじめての方から経験者までを対象に大正
琴の基礎を学びます。いろいろなジャンル
の音楽に挑戦し大正琴の音色を楽しみまし
ょう。まずは楽器に触れることが大事です。
500円
琴城流大正琴教授 牛尾 千賀子 先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

パソコンExcel教室(短期集中講座）
20名
11/7（月）～11/9（水）3日間のコース
10：00～15：00（休憩1時間）
最終日は12：00まで
働く婦人の家 1Ｆ講習室
パソコン使用の経験者で基本的な日本語、
数字の入力が可能な方が対象です。Excel
を使った表計算を中心に学びます。
2,160円（テキスト代含む）
（有）ジャパンウィングITスクール ユアPC
インストラクター  2名

定　員／
期　日／
時　間／

場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

ハーブのある暮らしを楽しむ教室
20名
10/31・11/7、14、21、28
（毎週月曜日の5回コース）
19：00～21：00
働く婦人の家 1F講習室・料理実習室
ハーブとシクラメンの苔玉、丸焼きハーブ
チキン、クリスマスハーブリースなどバリエ
ーション豊かな教室です。ハーブのある暮
らしをぜひ体験してみてください。
6,000円（材料費5回分）
ハーブとスローライフの研究家 瀧田 勉先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

20名
10/27・11/10、17、24
【毎週木曜日の４回コース（11/3は除く）】
19：00～21：00
働く婦人の家 2Ｆ軽運動室
骨盤、背骨のゆがみが原因の肩こり・腰痛等をゴム
バンド運動で正し、血行を改善し、若々しい体を目指
します。カイロプラクティックの体験施術もあります。
500円（保険料）
方木田カイロプラクティック 美容健康アドバイザー　関　明江先生

八木田カイロプラクティック整体院 美容健康アドバイザー本田 優香先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

ゴルフ教室
10名
10/17、24、31・11/7、14
（毎週月曜日の5回コース）
19：00～20：30
ゴルフレンジアミーゴ（福島市成川・現地集合解散）
はじめての方から経験豊富な方まで、どな
たでも気軽に参加できる教室です。一度プ
ロに見てもらえば上達のコツをつかめます。
5,900円（ボール代・保険料）
佐藤ゴルフ企画レッスンプロ
佐藤 寿一 先生

定　員／
期　日／

時　間／
場　所／
内　容／

受講料／
講　師／

受講対象／市内に居住又は勤務している35歳以下の勤労青少年。
※空きがある場合は、35歳以上の方でも受講可能です。お問い合わせください。

ゴムバンド骨骨運動教室
コツコツ

特  集 学びの秋到来！
芸術・歴史・文化・星空を楽しもう！1

特  集第30回 しあわせ金婚夫婦
表彰伝達式 2


