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５月 図書館カレンダー

は休館日

図 書 館

だ よ り

利根町図書館　☎６８－８８６８
開館時間／午前９時 30 分～午後５時
休館日／毎週月曜日、祝日、年末年始、

月末資料整理日、特別整理期間
HP／ http://tone-lib.jp

映画会のお知らせ

●日時：４月 27 日 ( 土 )　午後１時～
●場所：利根町図書館　２階多目的ホール　●入場料：無料

監督　スチュアート・ヘイスラー　主演　スーザン・ヘイワード
　20 年代のオクラホマ、油田の中心地となりつつあるタルサ。油田の女王となっ
たチェロキーの野望は留まるところを知らず…。

「タルサ」 （1949 年アメリカ）（90 分）

新着図書情報！

廣瀬道孝［監修］日刊工業新聞社

「トコトンやさしい VR の本」
池上彰［著］集英社発売

「君たちの日本国憲法」

島田秀平［著］PHP 研究所

「運がよくなる話し方」

ママクラブ［著］祥伝社

「子連れ防災 BOOK」

ケヴィン・アロッカ［著］NTT 出版

「YouTube の時代」

薮田夏秋［著］淡交社

「拓本入門」

大井隆弘［著］エクスナレッジ

「日本の名作住宅の間取り図鑑」

翔べ　羽ばたけ
そして未来へ第 74回国民体育大会／第 19回全国障害者スポーツ大会

　利根町では、国体をさらに盛り上げようと、右図のよう
なはし袋を作成しています！作成され次第、町内のお店に
協力を依頼し、店頭に並べていただき PR を行う予定です。
　袋には、デモスポの説明や利根町で開催されるウオーキ
ング大会の PR などが施されており、来店された方々の目
に留まるようなデザインとなりました！

デモスポ（デモンストレーションスポーツ）とは？
　国体には、子どもからお年寄りまで幅広く参加できる「デ
モスポ」という競技があります。利根町では、10 月５日（土）
にデモスポ「ウオーキング」が開催され、「いばらきヘルス
ロード」を活用した７㎞と 18㎞の２コースで行われます。
タイムや順位は競いません。利根町の史跡や風景を楽しみ
ながら、ご家族やお友達、職場の仲間たちと一緒に楽しく
歩いてみませんか。みんなで利根町を国体色に染め上げ、
盛り上げていきましょう！

大会まであと

（起算日：４月１日）

１ ８ 日８

み ほ ん

入会随時受付中 !
あなたも 「とねワイワイくらぶ」 に、入会して
一緒にスポーツで汗を流しませんか？

入会希望の方は、下記の場所で配布している

申込書を記入のうえ、各プログラムの活動場所

またはクラブハウスで入会申込みをしてください。

▶申込書 配布場所
　・とねワイワイくらぶ クラブハウス
　　〒 300-1632  利根町下曽根 321

　・利根町生涯学習センター

　・利根町公民館

５月の活動予定

活　動 日　程 時　間 場　所

楊名時太極拳
月曜日：６日・13 日・20 日・27 日
水曜日：１日・ 08 日・15 日・22 日・29 日（早朝のみ）
金曜日：３日・10 日・17 日・24 日・31 日

①（月 ･水 ･金）7：00 ～ 7：40
②（月・水）7：30 ～ 8：30
③（水曜夜）19：00 ～ 20：30

①（月 ･水 ･金）早朝 早尾台緑地広場
②（月・水）早朝 とねっ子公園
③（水曜の夜間）利根町公民館

テニス教室 金曜日：３日・10 日・17 日・24 日 10：00 ～ 12：00 利根浄化センターテニスコート

テニス
月曜日：６日・13 日・20 日・27 日
金曜日：31 日（午前のみ）

（午前）10：00 ～ 12：00
（午後）13：00 ～ 15：00 利根浄化センターテニスコート

グラウンド・ゴルフ
日曜日：５日・12 日・19 日・26 日
水曜日：１日・08 日・15 日・22 日・29 日

9：30 ～ 12：00 （日曜日）文小学校グラウンド
（水曜日）利根浄化センター

バドミントン・卓球・
ニュースポーツ 土曜日：４日・11 日・18 日・25 日 （午前）9：30 ～ 12：00

（午後）13：30 ～ 15：30 文小学校体育館

バドミントン・
ニュースポーツ　他 火曜日：７日・14 日・21 日・28 日 19：30 ～ 21：30 文小学校体育館

健康体操 日曜日：５日・19 日 10：00 ～ 12：00 利根町生涯学習センター

プログラムは、状況により変更・中止する場合があります。最新の活動計画は、
各公共機関のパンフレット用ラックに配布してあります。
また「とねっと」でもお知らせしています。

★会員は、定例クラブ活動のどの種目をどれだけ選んでも同
じ会費です。ビジターの参加は、大人 300 円、子供 150 円です。

（１回あたり）

とねワイワイくらぶ

ENJO
Y SPORTS! ENJOY LIFE!

利根町総合型地域スポーツクラブ

総合型地域スポーツクラブとは…
文部科学省が実施するスポーツ振興施策の 1つで、人々が、身近な地域で
スポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブです。
●小さなお子さまから高齢者まで（多世代）
●様々なスポーツを愛好する人々が（多種目）
●初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて（多志向）
誰もが気軽に参加できるという特徴を持ち、地域住民により自主的・主体
的に運営されるスポーツクラブをいいます。「とねワイワイくらぶ」は、利
根町の総合型地域スポーツクラブとして、平成 17 年に設立されました。

私たちと一緒に

スポーツしませんか？

バドミントン

健康体操 グラウンド・ゴルフ

▶問い合わせ先　
とねワイワイくらぶ　クラブハウス
☎ 090-1407-4480

利根町民活動情報サイト「とねっと」でもご紹介しています。

楊名時太極拳テニス

卓球 バスハイキング

とねっと QR

子どもから
高齢者まで

様々なスポーツを
愛好する人々が

初心者から
上級者まで




