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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。

　イチョウ並木がきれいな黄色に色づ　イチョウ並木がきれいな黄色に色づ
き、秋が一段と深まってきたことを感き、秋が一段と深まってきたことを感
じさせてくれます。1 日の気温差が大じさせてくれます。1 日の気温差が大
きいこの季節、引き続き、体調管理にきいこの季節、引き続き、体調管理に
気をつけたいですね。気をつけたいですね。

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）

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。

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。

にこにこ広場 未就園の親子 ２日（木）
22 日（水） ９:30 ～ 11:30 みんなであいさつをすませてから園庭や室内で好きな遊

びを楽しんでください。（保育士による紙芝居などあり）

誕生カード作り
（１月生まれ）

未就園の親子
（１月生まれ） ６日（月） 10:00 ～ 都合が悪い方は、お知らせください。４～ 12 月生まれ

の方で、まだ作っていない方もお越しください。

お正月飾り
・ねんね（R2.4 ～ R2.12）
・赤ちゃん（R3.1 ～）
・マタニティさん

７日（火）
８日（水） ９:30 ～ 11:30

材料費 300 円をご用意のうえ、都合の良い日にご参加
ください。
※年齢対象の日に都合が悪い方は、お知らせください。

育児相談
ワイワイサロン 全乳幼児 ９日（木） 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。

お正月飾り ・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3）

14 日（火）
15 日（水） ９:30 ～ 11:30

材料費 300 円をご用意のうえ、都合の良い日にご参加
ください。
※年齢対象の日に都合が悪い方は、お知らせください。

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

16 日（木） 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。

子育て支援センターイベントスケジュール
※12月 28日（火）～１月４日（火）は、支援センターはお休みです。

図書館へ
行 こ う

▶問い合わせ先　利根町図書館　☎６８－８８６８

▶�本のリサイクルコーナーのご案内

　図書館では、年数が経過するなど図書館資料としての役目を終えた本
や、皆さまからお寄せいただいた本を無料で配布する本のリサイクル
コーナーを１階エレベーター前に設置しています。
　並べる本は随時補充していますので、図書館にお越しの際は、リサイ
クルコーナーもチェックしてみてくださいね。
　冊数制限はありませんので、何冊持ち帰っていただいても大丈夫です。
※�ご家庭で不要となった本の持ち込みは、現在は受け入れを中止しています。

ひかりちゃん　もうすぐ２歳♥ひかりちゃん　もうすぐ２歳♥

ばぁばのお手伝
い！！

ばぁばのお手伝
い！！

お す す め 新 着 図 書

民王　シベリアの陰謀
池井戸潤［著］／ KADOKAWA

ドラマ化もされた人気作『民王』
の続編が登場！総理大臣・武藤泰
山とバカ息子の翔が直面するの
は、人を狂暴化させる謎のウイル
ス騒動。感染拡大と世論の逆風、
絶体絶命のピンチに総理親子はど
う立ち向かうのか？

三流のすすめ
安田登　［著］／ミシマ社

この本では、「三流」を「いろ
いろなことができる人」という
意味で使っています。ひとりひ
とりの可能性を最大限に大切に
する三流の人の生き方を、古今
東西の書物を紐解きながら明ら
かにします。

チコちゃんに叱られる　ち
きゅうおんだんかってなに？
海老克哉［文］／文溪堂

永遠の 5 歳、ものしりチコ
ちゃんが、地球温暖化につい
て子どもにもわかるように教
えてくれる絵本です。地球温
暖化を防ぐためにひとりひと
りができることを、一緒に考
えてみませんか。

うさぎのマリーのフルーツパー
ラー　まいごのこねこ
小手鞠るい［作］／講談社

ごぐまのジローくん、きつねの
ネネちゃん、たぬきのタントン
くん、みんな、うさぎのマリー
さんがつくってくれる、キラキ
ラ輝くフルーツパフェが大好
き。ある嵐の夜、まいごのこね
こがマリーさんのところへ助け
を求めてやってきて…。

▶利根町図書館ＷｅｂＯＰＡＣ

　図書館蔵書検索ページ　https://ilisod006.apsel.jp/tone-lib/

【スマホ用ＱＲ】 【携帯用ＱＲ】

わが家のアイドル写真大募集！
　わが家のアイドル（小学校低学年ぐらいまでの
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
　（送信エラーの場合：info@town.tone.lg.jp）開館時間 ９：30 ～ 17：00　　　は休館日
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