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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

12 月号12 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。

　師走に入り、寒さが厳しくなってき　師走に入り、寒さが厳しくなってき
ました。空気が澄んで夜空がきれいにました。空気が澄んで夜空がきれいに
見えますね。見えますね。
　今年もあと 1 ヵ月、、、楽しく過ごし　今年もあと 1 ヵ月、、、楽しく過ごし
ましょう。ましょう。

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。

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。

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   6 日（木）
25 日（火） 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）

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

11 日（火） 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。

育児相談
ワイワイサロン 全乳幼児 13 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。

ママのリフレッシュ！
みくヨガ（要予約） 未就園の親子 14 日（金） ９:45 ～ 要予約になります。お電話または支援センターに遊びに

来た際に、ご予約ください。親子でご参加いただけます。
誕生カード作り
（２月生まれ）

未就園の親子
（２月生まれ） 17 日（月） 10:00 ～ 都合が悪い方は、お知らせください。まだ作っていない

方もお越しください。

年齢別サークルの集い

・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3） 18 日（火）

９:30 ～ 11:30

各年齢に合わせた活動。季節に合わせた製作や散歩、親
子のふれあいタイム、保護者同士の情報交換、また保育
士の絵本・紙芝居の読み聞かせ、その他歌ったり踊った
りさまざまな経験をすることができます。

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

27 日（木）

図書館へ
行 こ う

▶問い合わせ先　利根町図書館　☎６８－８８６８

お す す め 新 着 図 書

開館時間 ９：30 ～ 17：00　　　　は休館日

12 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 31

１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 31

▶�年末年始休館のお知らせ
　12月 27日（月）から１月４日（火）まで休館となります

　皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしく
お願いします。なお、休館中の図書・雑誌の返却は、正面玄関右側にあ
るブックポストをご利用ください。
※�破損を防ぐため、ＣＤ・ビデオ・カセットテープ・相互貸借資料はブッ
クポストではなく、開館日にカウンターへ返却してください。

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
※送信エラーの場合
　info@town.tone.lg.jp

レオ　2014.11.27 生レオ　2014.11.27 生

ミラ　2020.12.16 生ミラ　2020.12.16 生

カイ　2016.10.31 生カイ　2016.10.31 生キラ　2015.7.18 生キラ　2015.7.18 生

仲良し四兄弟‼仲良し四兄弟‼

100 万回死んだねこ
福井県立図書館［編著］／講談社

どこかで聞いたことのあるタイト
ル？正解は「100 万回生きたね
こ」。タイトルはなかなか覚えづ
らいものですよね。図書館の利用
者がうっかり覚え違えた本のタイ
トルを、司書の丁寧な解説で正し
いタイトルへと導きます。

ダース・ヴェイダーとメリー・シ
スマス
ジェフリー・ブラウン［作］／辰
巳出版

ダース・ヴェイダーと銀河の仲間
たちの、にぎやかなクリスマス絵
本。若きルーク・スカイウォーカー
とプリンセス・レイアは、シスの
暗黒卿の父ダース・ヴェイダーに
冬休みの楽しさを思い出してもら
おうとはりきっていて…。

もみのきむらのクリスマス
シルヴィ・ミスラン［文］／ほるぷ
出版

大きなもみの木にあるもみのきむら
は、クリスマスパーティーの準備で
お忙し。リスパパたちがクリスマス
ケーキを作っていると、おや？子ど
ものジュールの姿が見えません。リ
スパパが、ジュールを探してもみの
きむらの住人をたずねると…。

資料室の日曜日
村上しいこ［作］／講談社

ここは、せんねん町、まんね
ん小学校の資料室。昔の道具
や、めずらしい物が置いてあり
ます。ある日、資料室から「か
なしいよぉ。だれかぁ～。たす
けてくれ～。」というなぞの声。
いったい誰が、どこから呼んで
いるのでしょうか？

▶本の除菌機をご利用ください

　１階カウンター横に「除菌機」を設置しています。一度に６冊まで入
り、30秒で除菌が完了します。ぜひご利用ください。
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