
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

１月号１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。

　新年明けましておめでとうございま　新年明けましておめでとうございま
す。今年もよろしくお願いします！す。今年もよろしくお願いします！
　2022 年がみなさんにとって、幸せ　2022 年がみなさんにとって、幸せ
いっぱいの年になりますように・・・。いっぱいの年になりますように・・・。

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。

わが家のアイドル写真大募集！
　わが家のアイドル（小学生ぐらいま
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

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。

節分製作 ・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3）   1 日（火） ９:30 ～ 11:30 季節に合わせた製作遊びです。

育児相談
ワイワイサロン 全乳幼児   3 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。

誕生カード作り
（３月生まれ）

未就園の親子
（３月生まれ）   7 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。

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

  8 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。

にこにこ広場 未就園の親子 10 日（木）
15 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）
コペルプラス（発達支援
スクール）の先生のお話 未就園の親子 17 日（木） 10:15 ～ 発達について気になる、不安を抱えたご両親の相談支援

などを行ってくれる発達支援事業所です。（要予約）

おひなさま製作

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

24 日（木）
９:30 ～ 11:30 季節に合わせた製作遊びです。

・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3） 25 日（金）

『ゆうの』っ
ていうの♥

『ゆうの』っ
ていうの♥

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

２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

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

▶蔵書点検のお知らせ
　１月 31日（月）から２月７日（月）まで休館いたします
　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。

▶蔵書点検とは
　本がコンピューターのデータどおりにきちんとあるかどうかを確認す
る作業で、毎年１回、特別整理期間に行います。データを固定しない
とできない作業のため、貸出などの窓口業務をストップし、その間に、
16万点以上の図書館資料のバーコードをスタッフが一つずつ読み取っ
ていきます。

　休館中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
願いいたします。

Ｒ．Ｉ．P．　安らかに眠れ
久坂部羊［著］／講談社

優しかった兄がなぜ…。連続凶悪
事件を犯した兄・真也が語り始め
る不可解な動機を解き明かそうと
妹の薫子は奔走するが、一線を越
えてしまった真也の「知らなかっ
た一面」に衝撃を受ける。

半藤一利
語りつくした戦争と平和
半藤一利［述］／東京新聞

「歴史探偵」として日本の近現代
史を究め、多くの著作を発表、
2021 年１月に亡くなった作家、
半藤一利氏。ノンフィクション作
家・保坂正康氏などを相手にし
た、７本の対談を一冊にまとめま
した。

ルーミーとオリーブの特別な
10か月
ジョーン・バウアー［作］／小学館

幼くして両親を亡くした 12 歳の少
女オリーブは、会って間もない異母
姉と新しい生活を始めることになり
ました。そんなとき、犬好きが高じ
て盲導犬の子犬を育てることに…。
パピーウォーカーとしての 10 か月
は、オリーブにとってめちゃくちゃ
幸せな時間になるのでしょうか？

トラといっしょに
ダイアン・ホフマイアー［文］
／徳間書店

美術館でジャングルにいるト
ラの絵を見たトムは、家に帰
るとすぐ、大きなトラの絵を

描きました。その夜のことです、トムが描いた大きなトラ
の絵が動き、「さんぽに行こう」とさそってきました。夜が
こわいトムを背中にのせて、トラが夜のなかへと歩いてい
くと…。
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