
こんにちは!!こんにちは!!
とね子育て支援センターですとね子育て支援センターです

10 月号10 月号

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、予定が変更となる場合があります。
詳細については、お問い合わせください。

　さわやかな風が吹き、過ごしやすい　さわやかな風が吹き、過ごしやすい
季節になってきました。ふんわりとイ季節になってきました。ふんわりとイ
ワシ雲が浮かんだ空を見上げると秋をワシ雲が浮かんだ空を見上げると秋を
実感できますね。実感できますね。
　たくさん外で遊びましょう！　たくさん外で遊びましょう！

わが家のアイドル写真大募集！
　わが家のアイドル（小学年ぐらいま
でのお子さま、またはペット）の可
愛い写真を広報とねに掲載してみま
せんか？
　住所・氏名・連絡先・アイドルの
お名前（ふりがな）・生年月日・一言
コメント（15 文字以内）を明記の上、
下記までメールでお送りください。
●送り先
　総務課　秘書広聴係
　☎ 68-2211（内線 314）
　kouhou@town.tone.lg.jp まで

わが家のわが家の

アイドルアイドル
写真館写真館

みなさまからご応募いただい
た「わが家のアイドル」写真
をご紹介します。

支援センターってどんなところ？
　利根町在住の未就園児とその保護者の方を対象に支援を行っていま
す。子育て真っ最中の方同士の情報交換や気分転換の場所として、また、
お子さま同士のふれあい体験の場としてご利用ください。担当保育士と
たわいのないおしゃべりをしたり、相談したりすることで、子育ての悩み
も少しは軽減するのではないかと思います。

詳しくはコチラ▶▶問い合わせ先　とね子育て支援センター（文間保育園内）　☎６８－３１９４
　　　　　　　　開園日時　月～金曜日（祝日を除く午前８時～午後５時）

双葉（ふたば）ちゃん　１歳３カ月双葉（ふたば）ちゃん　１歳３カ月

プール楽しみ！プール楽しみ！

予定が入ってない日も、園庭・室内（カンガルールーム）開放をしていますので、いつでもご利用ください。
※遊びに来るときは、各自飲み物をお持ちください。

子育て支援センターイベントスケジュール

イベント 対象 日程 時間 備考

すっきりサロン 未就園の親子 毎週
月～金

９:30 ～ 11:30
13:00 ～ 16:00

育児に関することなど、どんな悩みでも一緒に考えま
しょう。
祖父母の方もご利用できます。事前にご予約ください。

北浦川緑地公園で
遊ぼう 未就園の親子 ２日（火） 10:00 ～ 現地集合：取手市中田

☂雨天時は、支援センターで遊びましょう。

にこにこ赤ちゃん
・ねんね（R2.4 ～ R2.12）
・赤ちゃん（R3.1 ～）
・マタニティさん

５日（金） ９:30 ～ 11:30 室内でのんびり遊んだり、園庭をベビーカーでお散歩し
たりとご利用ください。

誕生カード作り
（12 月生まれ）

未就園の親子
（12 月生まれ） ８日（月） 10:00 ～ 都合が悪い方は、お知らせください。４～ 11 月生まれ

の方で、まだ作っていない方もお越しください。

育児相談
ワイワイサロン 全乳幼児 ９日（火） ９:45 ～ 11:15

お子さんの発達や離乳食などの育児相談。子育ての交流
の場としてワイワイサロンも同時開催しています。
※利根町保健福祉センターでの育児相談日です。

神社へ行こう ・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3） 12 日（金） 10:00 ～ 蛟網（こうもう）神社奥の宮集合：利根町立木 882

☂雨天時は、支援センターで遊びましょう。

年齢別サークルの集い
・ねんね（R2.4 ～ R2.12）
・赤ちゃん（R3.1 ～）
・マタニティさん

16 日（火） ９:30 ～ 11:30 各年齢に合わせた活動。季節に合わせた制作や散歩など
さまざまな経験をすることができます。

にこにこ広場
（消防士さんの救急講座） 未就園の親子 17 日（水） ９:30 ～ 11:30 消防士さんの救急講座

園庭で遊ぼう！ 未就園の親子・祖父母 22 日（月）
29 日（月）

９:30 ～ 11:30
15:00 ～ 16:00 ☂雨天時は、室内で遊びましょう。

東文間保育園の
お庭で遊ぼう 未就園の親子 25 日（木） 10:00 ～ 東文間保育園集合：利根町中谷 1005 － 1

☂雨天時は、支援センターで遊びましょう。

図書館へ
行 こ う

11 月 図書館カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６
７ ８ ９ 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

開館時間 ９：30 ～ 17：00　　　は休館日▶問い合わせ先　利根町図書館　☎６８－８８６８

▶�ガールスカウト茨城県第 24団様より児童用図書が
寄贈されました

　８月 27日に、ガールスカウト茨城
県第 24団様より、環境の本や植物図
鑑など児童用図書 66冊が寄贈されま
した。子どもたちの調べ学習などで
活用させていただきます。ありがと
うございました。
　これまで５年にわたり、合計 100
万円、303 冊の図書を寄贈してくだ

さいましたガールスカウト茨城県第 24団様に、心よりお礼申し上げま
す。
　寄贈された図書は、図書館１階「未来知的文庫コーナー」にあります
ので、ぜひご利用ください。

コワーキングスペースは、仕事や勉強のために、ご利用いただける
場所です。
静かな空間で、集中して作業に取り組んでいただけます。
また、休憩のためのくつろぎスペースとしてもご利用いただけます。

▶場所　利根町図書館　２階
▶開館時間　午前９時 30分～午後５時
　　　　　　（休館日：月曜日・祝日・年末年始・館内整理日など）
▶料金　無料
▶問い合わせ先　政策企画課　地域振興係
　　　　　　　　☎６８－２２１１（内線３３２）／ chiiki@town.tone.lg.jp
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