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認 もどこ定 園

☆トドラーズクラブ　親子で一緒に楽しく遊ぼう♪
毎週火曜日　午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分
☆面’sクラブ　心も身体もリフレッシュ
☆（パパママ向け）
　毎週金曜日　午前 10 時 30 分～午前 11 時 30 分
☆その他園庭開放（毎週月・木　午前８時 30 分
～午後１時 30 分）などを行っています。

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

☆開放時間は午前８時～
午後１時
※要予約の活動は８日～
15 日の午前 10 時～午後
４時で受付けます。

○園庭開放
　（８，11，15，18，22，25日）
○育児相談・身体測定
　（９，16，30 日）
○リトミック（16 日）

【問合せ先】飯沼保育園　☎２９２－６８６８

飯沼保育園

期　日 活動内容
16 日（火）はじめまして
19 日（金）はじめまして
23 日（火）やっぱりはじめまして！
26 日（金）ダイエットエクササイズ
30 日（火）新聞紙をビリビリ破って遊ぼう♪

☆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～午後
２時までです。どなたでも、予約なしで参加できます。
☆おむつ交換には、ベッドを用意してありますが、
バスタオルなどの敷き物を持参してくださいますよ
う、お願いします。
☆駐車場は、小学校下の西駐車場をご利用くださ
い。止められない場合は
ご連絡ください。
☆育児相談を随時行って
います。遠慮なく声をか
けてください。

【問合せ先】長岡幼稚園
　　☎２９２－４０１９

☆活動時間午前 10 時～
正午（月・木）
☆園庭開放　午前８時
30 分～正午（火・水・金）
☆さくら保育園の子育て
支援事業“さくらキッズ”
です。
　さくらキッズは親子で
楽しめる場所であり、出
会いの場所、リフレッシ
ュの場所になるように、
いつでも職員一同でお
待ちしております。
　どうぞ遊びにきてく
ださいね。

期　日 活動内容
15 日（月）はじめましての会☆
18 日（木）絵本の読み聞かせ
22 日（月）戸外遊び
25 日（木）体操しよう♪

さくら保育園

期　日 活動内容
16 日（火） みんなともだちの会

18 日（木） リズムでルンルン♪
※飲み物持参

23 日（火） なかよしひろば（誕生会）
25 日（木） わくわくリサイクル（こいのぼり）
※トイレットペーパーの芯２個・折り紙・のり持参
★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いただくものがあります。
※おむつ替えやベッドをご利用の方は衛生上バス
タオルをご用意ください。
※予約は不要です。お気軽にお越しください。

【問合せ先】沼前幼稚園　　☎２９３－９２０９

沼前幼稚園

【問合せ先】さくら保育園　☎２１９－０００７

いばらき幼稚園
いばらき中央保育園

期　日 活動内容
10 日（水）壁面作り【みつばち】パネルシアター
12 日（金）体操　運動遊び（トランポリン）
17 日（水）制作【こいのぼり】読み聞かせ
19 日（金）ゲーム　音楽紙芝居
23 日（火）誕生会（要予約）
24 日（水）シール遊び　エプロンシアター

26 日（水）
親子クッキング（クッキー作り）

（要予約）※エプロンかスモック
を持参してください。

長岡幼稚園

期　日 活動内容
12 日（金）はじめましての会
15 日（月）なかよくあそぼう（戸外あそび）
17 日（水）読み聞かせ（こころちゃんの会）
22 日（月）親子ふれあいタイム
24 日（水）誕生会
26 日（金）つくってあそぼう（こいのぼり）

４月



【問合せ先】　みどり環境課　☎240－7135
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◆おはなし会（毎月第 2、4 土曜日）

　　３月23日（土）午前11時から
　　４月13日（土）午後２時から

◆絵本となかよし（毎月第 2、4 木曜日）

　　３月28日（木）午前10時30分から
　　４月11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。

みんなの

図書館
みんなの

図書館
みんなの

図書館
みんなの

図書館

ご利用案内　　　●はお休み

図　　　書
ビデオ・CD

1人10冊
1人3点

2週間
2週間

火～金  ９:30～18:00
土・日  ９:30～17:00

　碧翠院桜宮病院の炎上事件から
1 年後、東城大学医学生の天馬大
吉は課題で「日本の死因究明制度」
を調べることになる。取材を重ね
るうち、次第に制度の矛盾に気づ
いていく。「螺細迷宮」の続編。

輝天炎上
海堂　尊著

おすすめ新着本

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/

おもかげ橋
葉室　麟著

　二度と戻れぬ故郷、忘れたはず
の初恋の女、信じる友との絆等々。
宿命と因縁に翻弄される、一生に
一度の純愛の結末とは ? 三人の男
女の儘ならぬ人生を哀歓豊かに描
く時代小説。

茨城町ボランティアの会による
美化ボランティア活動

　２月２日（土）、茨城町ボランティアの会（河野
昭夫代表）による美化ボランティア活動が、茨城工
業団地敷地内で行われました。
　河野代表から、「町内で、美化ボランティア活動
に積極的に取り組んでいる多くの方達がいます。私
たちの会も、毎年２回の美化ボランティア活動を実
施していますが、これからも継続して取り組んでい
きましょう。」とあいさつがあった後、ごみ拾いが
スタートしました。
　当日は 40 名以上の会員の参加があり、午前 10 時
から約１時間にわたってごみ拾いが行われ、軽ト
ラック１台分のごみが回収されました。
　ボランティアの会は、普段はそれぞれにボランティ
ア活動をしているボランティア会員の交流と親睦を
目的に結成された団体
で、町の美化ボランティ
ア制度に登録されおり、
年２回の美化ボランティ
ア活動を定例行事として
実施し、町内の環境美化
に貢献されています。

「レジ袋削減キャンペーン」実施
～レジ袋削減にご協力をお願いします！～

　２月４日（月）、茨城町とレジ袋無料配布を中止す
る協定を締結している４店舗の店頭で、レジ袋削減
キャンペーンが実施されました。
　キャンペーンでは、店先に「レジ袋削減運動」と書
かれたのぼり旗を掲げた茨城町家庭排水対策協議会の
会員や茨城県地球温暖化防止活動推進員などが、来店
された方に対し、身近に取り組むことのできるマイ
バック持参によるレジ袋削減をお願いしました。
　地球温暖化防止に向けて、今後もマイバックの持参
など、皆様のご協力をお願いいたします。
【茨城町レジ袋無料配布中止協定締結事業社】
・㈱カスミフードスクエア　イオンタウン水戸南店 
・㈱ヨークベニマル　長岡店
・㈱エコス　茨城町店
・㈱宮城商店

　地球温暖化防止にかかわ
るごみの減量化および資源
の有効活用などの観点から、
環境に配慮した活動を積極
的に推進することを目的に、
平成 22 年３月に茨城町と

「レジ袋削減の取組みに関す
る協定」を締結しました。
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