
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

２月号２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。

　暦のうえでは春ですが、寒い日が続き、　暦のうえでは春ですが、寒い日が続き、
暖かい春の日差しはまだ少し遠いようです。暖かい春の日差しはまだ少し遠いようです。
　早く春が訪れてくれると嬉しいですね。　早く春が訪れてくれると嬉しいですね。
寒さに負けず元気に過ごしましょう。寒さに負けず元気に過ごしましょう。

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。

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

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。

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

  2 日（水） ９:30 ～ 11:30 ☂雨天時は室内で遊びましょう。

にこにこ広場 未就園の親子   4 日（金）
24 日（木） 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）
※  24 日（木）のにこにこ広場は、利根おもちゃ病院の方がい

らっしゃいます！修理したいおもちゃがあれば、持参して
ください。

園庭で遊ぼう！ 未就園の親子   8 日（火） ９:30 ～ 11:30
15:00 ～ 16:00 お孫さんをみていらっしゃる祖父母の方もご利用ください。

育児相談
ワイワイサロン 全乳幼児 10 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。

☆ママのお楽しみ
～フラワーアレンジメント～

【要予約】

・すくすく（H30.4 ～ H31.3）
・よちよち（H31.4 ～ R2.3） 11 日（金）

９:30 ～ 11:30
500 円のご用意をお願いします！お花の準備の都合があり
ますので、3/4（金）までにご予約ください。（年齢対象の
日に都合が悪い方は、お知らせください。）

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

15 日（火）

★円明寺で春を探そう 未就園の親子 18 日（金） 10:00 ～ 現地集合：利根町立木 1368
☂雨天時は支援センターで遊びましょう！

★お花見に行こう
～土手散歩～ 未就園の親子 29 日（火） 10:00 ～ 集合場所：利根町役場第４駐車場（1 番下道路側）

（☂雨天時は中止です。）

※４月の支援センターは、
　４月 11 日（月）からご利用いただけます。

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

▶返し忘れの本はありませんか？

　皆さんのお手元に、うっかり返し忘れた図書館の本や CD はありま
せんか？図書館の資料は利根町、そして利根町民ひとりひとりの大切な
財産です。返却期限が過ぎた資料は、お早めにご返却をお願いします。

▶本と雑誌は図書館が閉まっていても返却できます！

　正面玄関右側にあるブックポストなら、休館日や夜間も返却すること
ができます。また、現在は新型コロナウイルス感染症対策として、図書
館が開いているときも、24 時間いつでもブックポストが利用できるよ
うになっています。

※  CD やカセットテープ、相互貸借資料は破損を防ぐため、ポストで
はなく、開館時にカウンターへ返却してください。

３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

警官の道
呉勝浩ほか［著］／ KADOKAWA

刑事事件化されなかった交通事故
に隠された真実、東京オリンピッ
クの裏で起きた悲劇、性犯罪の
捜査に乗り出した女刑事が見た
もの…。次世代ミステリー作家 7
人によるオール新作警察小説アン
ソロジー。

ぼくんちのねこのはなし
いとうみく［作］／くもん出版

主人公・一真が飼っている猫のこ
とらは 16 歳。治らない病気にか
かり、少しずつ弱っていくことら
が元気になるよう、一真は一生懸
命面倒を見るのですが…。介護や
治療といった、動物と暮らす中で
避けられないリアルを描く「猫と
の別れ」の物語。

踏切の世界
chokky［著］／天夢人

普段は煙たがられている踏切た
ち。でもよく見ると、「世の中に同
じ踏切はない！」というほどに全
てが違うのをご存じですか。本書
は「こんな踏切があるの？」とい
う変わった踏切や、「自動車ではな
い何か」が通る踏切など、全国の
面白い踏切を紹介しています。

心霊スポットは知っている
藤本ひとみ［原作］／講談社

人気マンガ家の聖地として知られ
る古いアパートは、有名な心霊ス
ポットだった。恐いもの見たさで
潜入した彩の友人マリンは幽霊を
目撃！謎を解くために潜入した
KZ（カッズ）メンバーも次々と
犠牲になり…。果たして幽霊は存
在するのか⁉

おと おと ＆＆ むこむこ

まんまる♥はなまる♥なふたりまんまる♥はなまる♥なふたり
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