み ん なの
図書 館

◆おはなし会（毎月第 2、4 土曜日）

12月25日（水）午前10時30分から
「クリスマススペシャルバージョンです」 どうぞお楽しみに！
１月９日（木）午前10時30分から
どちらも図書館「おとぎのくに」で開催します。
皆様のご来館をお待ちしています。

おすすめ新着本
れん

犬飼 六岐著

ご利用案内

か

恋 歌

朝井 まかて著

●はお休み

12 月
日 月
１ ２
８ ９
15 16
22 23
29 30

火 水 木 金
３ ４ ５ ６
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

土
７
14
21
28

１月
日 月

火

土
４
11
18
25

尊王攘夷の急先鋒である天狗党は

で、親切に見えるのが親切でなかっ

暴走し、内乱の激化にともない歌子

たり、嫌ってるように見えるのに嫌

は夫から引き離され囚われの身とな

ってなかったり、真実に見えるもの

る。樋口一葉の歌の師匠として知ら

が嘘のこともある。人や物を見る時

れ、明治の世に歌塾「萩の舎」を主

は、両目をしっかり開いて見極めな

宰し一世を風靡した歌子は、幕末の

ければならない。わけあり父子が、

江戸で熱烈な恋を成就させた。注目

水 木 金
１ ２ ３
５ ６ ７ ８ ９ 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

逞しく生きる感涙の江戸人情物語。

女流時代作家入魂の感動作。

図
書 1 人 10 冊 2 週間 火〜金 ９:30 〜 18:00
ビデオ・CD 1 人 3 点 2 週間 土・日 ９:30 〜 17:00

涸沼自然公園に古代菊！

12月28日（土）〜１月５日（日）まで閉庁
◇小堤地区学習等供用施設、
中央公民館大ホール、運動公園（生涯
学習課 ☎240−7122）
12月29日（日）〜１月３日（金）まで休み
◇ゆうゆう館（☎240−7129）
・保健センター
12月28日（土）〜１月５日（日）まで休み
・図書館

茨城町観光協会では、法円寺（小幡）から譲り受けた古代菊（坂
本菊）の栽培に取組み、涸沼自然公園に展示しました。公園の
管理事務所前に置かれた古代菊は、うららかな秋の日差しの中
来場されたお客様の目を楽しませていました。
古代菊は、延暦二十四年（八〇五年）に天台宗の開祖・最澄
が唐から比叡山麓に移植されたと伝えられており、大変貴重で

12月28日（土）〜１月３日（金）まで休み
12月28日（土）〜１月５日（日）まで休み
◇いばらき聖苑（☎240−7111）
１月１日（水）〜１月３日（金）まで休み
◇涸沼自然公園（☎293−7441）
12月28日（土）〜１月４日（土）まで休み
おしらせ版

珍しいものです。公園を訪れた方たちからは、
「初めて見ました。
かわいらしくて珍しいですね。」との声が聞かれました。

・子育て支援センター

平成 25 年 12 月 15 日

活動内容
期 日
８ 日（水） 壁面づくり パネルシアター
10 日（金） 制作【こま】
15 日（水） 羽根つき遊び
17 日（金） ボール遊び
21 日（火） 誕生会（要予約）
22 日（水） 各クラスでの体験保育（要予約）
24 日（金） ペープサート ペープサート劇遊び
29 日（水） 体操 マット、トランポリン
31 日（金） お母さんのクッキング（要予約）
☆開放時間は
午前８時〜午後１時
※要予約の活動は６日〜
10 日の午前 10 時〜午
後４時で受付けます。
○園庭開放
（６, ９,16,20,23,27,30 日）
○育児相談・身体測定
（７,14,28 日）
○リトミック（14 日）
【問合せ先】飯沼保育園
☎２９２−６８６８

さくら保育園

◇役場 （☎292−1111）

広報いばらき

１月

観光協会では、今後も涸沼自然公園の豊かな自然を生かし四
季折々の花と緑を楽しめるよう、あじさい、古代ハス、古代ス
ミレなどの植栽にも取り組んでまいります。ぜひ涸沼自然公園
に足をお運びください。
【問合せ先】茨城町観光協会（事務局：地域産業課）
☎２４０―７１２４

沼前幼稚園

飯沼保育園

世の中は「騙し絵」みたいなもの

年末年始の業務案内
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定 こ ど も 園

◆絵本となかよし

茨城町立図書館
☎029（240）7131
ホームページ
http://www.lib.t-ibaraki.jp/
携帯電話
http://mlib.t-ibaraki.jp/

騙し絵

認

12月28日は休館のためお休みです
１月11日（土）午後２時から

活動内容
期 日
８ 日（水） なかよしひろば
「しらゆきひめ」による）
10 日（金） 読み聞かせ（
ママのためのエクササイズ
16 日（木） ※バスタオルまたは綿毛布一人一枚持参
による）
「しらゆきひめ」
（劇団
21 日（火） 人形劇
わくわくリサイクル（こま作り）
23 日（木） ※おりがみ持参
28 日（火） なかよしひろば（１月の誕生会）

★いちご組の開放（各活動日：午前９時〜午後２時）
★活動時間：午前 10 時〜午前 11 時
※活動によっては準備して
長岡幼稚園
いただくものがあります。
※おむつ替えやベッドを
活動内容
期 日
ご利用の方は衛生上バス
８ 日（水） 親子ふれあいタイム
タオルをご用意ください。
10 日（金） 読み聞かせ（さくらんぼ）
※予約は不要です。
（サーキット遊び） お気軽にお越しください。
15 日（水）うたっておどろう
【問合せ先】
20 日（月） 親子ふれあいタイム
沼前幼稚園
22 日（水） 誕生会
☎２９３−９２０９

24 日（金）なかよくあそぼう（園庭開放）

27 日（月） 子育て講座（消防士による講話）
29 日（水） つくってあそぼう（鬼の面）

いばらき幼稚園
いばらき中央保育園

☆活動時間 午前10時〜午前11時
うさぎ組の開放時間は、各活動日の午前９時〜
☆活動時間
☆トドラーズクラブ
誰でも予約なしで参加できます。 親子で一緒に楽しく遊ぼう♪
午前 10 時〜正午（月・木） 午後２時までです。
☆おむつ交換にはベッドを用意しておりますが、
☆園庭開放
毎週火曜日 午前 10 時 30 分
午前８時30分〜正午（火・水・金） バスタオルなどの敷き物をご持参ください。
〜午前 11 時 30 分
☆小学校下の西駐車場、または校庭奥の駐車場を
☆先日、さくらキッズを
ご利用ください。
☆面 ｓクラブ（パパママ向け）
利用されているお母さん
が、第二子を出産されま ☆育児相談を行っています。遠慮なく声をかけて
心も身体もリフレッシュ
ください。
した。
毎週金曜日 午前 10 時 30 分
☎２９２−４０１９
【問合せ先】長岡幼稚園
「どんな名前にしたん
〜午前 11 時 30 分
だろう？」という発想か
☆その他 園庭開放（毎日午前８時 30 分〜午後
ら、「皆さんのお子さまの名前の由来を聞きたい
１時 30 分）などを行っています。
ね」・・・ということで 16 日（木）に「ぼくの名
前・わたしの名前」を企画しました。どんなお話
活動内容
期 日
が聞けるか、今からとっても楽しみです。
14 日（火）明けましておめでとう！
年明け最初のさくらキッズですが、たくさんの
17 日（金） 全身のこりをストレッチでやわらげよう !!
方の参加をお待ちしております。

活動内容
期 日
16 日（木）「ぼくの名前・わたしの名前」
20 日（月） ティータイム＆自由遊び
23 日（木） バースディ・パーティ❤
27 日（月） ティータイム＆自由遊び
30 日（木） 豆まき集会♪
【問合せ先】さくら保育園 ☎２１９−０００７

21 日（火） 寒さに負けないぞ☆
23 日（木） 赤ちゃんと一緒に遊ぼう !!
24 日（金） 全身のこりをストレッチでやわらげよう !!
29 日（水）「一足先に豆まき！」「一緒に給食も食べよう♪」
31 日（金） 全身のこりをストレッチでやわらげよう !!

【問合せ先】初めての方はお問い合わせください。
☎２９２−０１６２
いばらき幼稚園
☎２９２−１２０７
いばらき中央保育園

平成 25 年 12 月 15 日

広報いばらき
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