み ん なの
図書 館

◆おはなし会（毎月第 2、4 土曜日）

認

９月28日（土）午前11時から
10月12日（土）午後２時から
◆絵本となかよし（毎月第 2、4 木曜日）

おすすめ新着本
娘の結婚

小路

ファミレス

幸也著

●はお休み

ご利用案内

９月
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

重松 清著

父と娘にはお互いに言えない気持

街並も日常の暮らしも、家族の形

ちがある。今年 26 歳になる娘に結

も変わる。だからこそ、変わらない

婚を考えている相手がいるらしい。

ものが生きる支えになる。料理も人

17 年前、妻が事故で亡くなって以

生も、手間ひまをかけるから美味し

来、父が大切に育て上げた娘。その

い。料理は優しさであり、誰かのた

相手は、幼馴染の青年だった。揺れ

「こ
めに作る時が一番おいしくなる。

動く父娘の気持ちを鮮やかに描く感

れから」を生きるすべての人へ送る

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

動の家族小説です。

滋味に富む物語です。

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

月を﹁行

茨城県行政書士会 無料相談会

茨城県行政書士会では︑
10

﹁子どもの人権１１０番﹂ 強化週間

法務省と全国人権擁護委員連合会

全国一斉﹁子どもの人権１１０番﹂
は︑

と役場の諸手続きに関する無料相談会

政書士制度広報月間﹂と定め︑暮らし

を実施します︒

月 日 午後１時〜午後４時

21

①面談による無料相談会

▼日時

うゆう館﹂２階相談室

▼場所 茨城町総合福祉センター﹁ゆ

10

強化週間を実施し︑お子さまや保護者

10

の方からの相談に応じます︒

30

▼電話番号 ０１２０︵００７︶１１０

午前８時半〜午後７時

︵金︶
〜 月４日
︵月︶
▼期間 ９月 日

▼時間

▼相談員 法務局職員・人権擁護委員

②電話による無料相談

︑６日︵日︶の
月１日︵火︶

10

10 月
日 月

︻問合せ先︼ 水戸地方法務局 人権擁護課

▼日時

二日間︑午前 時〜午後３時

▼電話番号 ０２９︵３０５︶３７３１

10

☎０２９︵２２７︶９９１９

不動産鑑定士による不動産無料相談会

︻問合せ先︼茨城県行政書士会

平成 25 年９月 15 日

不動産鑑定士が不動産の価格などの

おしらせ版

☎０２９︵３０５︶３７３１

広報いばらき

相談に無料でお応えします︒

〜ご存知ですか？警察の相談ダイヤル ♯９１１０〜
茨城県警察本部県民安心センターでは、「犯罪等
による被害の未然防止に関する相談」、「皆さんの安
全と平穏についての相談」を相談専用ダイヤル「♯
９１１０」で受け付けています。
局番なしで「♯９１１０」
〇利用方法
午前８時 30 分〜午後５時 15 分
〇受付時間
（休日及び夜間は警察本部の電話番号をお伝えします）
【問合せ先】茨城県警察本部 県民安心センター
☎０２９−３０１−０１１０

▼日時 ︵水戸会場︶

月４日︵金︶午前９時半〜正午

小研修室Ａ︵水戸市千波町１９１８︶

当日会場にてお申込みください

▼場所 茨城県総合福祉会館 ４階

▼申込方法

︻問合せ先︼

一般社団法人 茨城県不動産鑑定士協会

☎０２９︵２４６︶１２２２

茨城県弁護士会憲法シンポジウム

﹁憲法改正﹂について考える〜自民党
﹃

憲法改正草案をめぐって〜﹄

▼日時 ９月 日︵土︶

中ホール

予約不要︑入場無料です︒

午後１時半〜午後４時半

▼その他

▼場所 つくば国際会議場

☎０２９︵２２１︶３５０１

︻問合せ先︼茨城県弁護士会

21

10

緊急通報は「１１０番」、相談は「♯９１１０」

9

活動内容
期 日
１ 日（火） ミニ・コンサート
３ 日（木） ママのためのエクササイズ（バスタオル持参）
８ 日（火） 散歩に行こう
「しらゆきひめ」による）
11 日（金） 読み聞かせ（
17 日（木） ミニ運動会（園児との交流）
リズムでルンルン♪
22 日（火）
（飲み物持参、動きやすい服装で）
24 日（木） ダンボールで遊ぼう
31 日（木） なかよしひろば（10 月の誕生会）

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。

10月
さくら保育園

沼前幼稚園

９月26日（木）午前10時30分から
10月10日（木）午前10時30分から

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/

定 こ ど も 園

活動内容
期 日
３ 日（木） 散歩へ行こう♪
７ 日（月） ティータイム＆自由遊び
10 日（木） 運動会ごっこ☆
21 日（月） ティータイム＆自由遊び
24 日（木） バースディ・パーティ♥
28 日（月） ティータイム＆自由遊び
31 日（木） サーキット遊び☆

☆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）
★いちご組の開放（各活動日：午前９時〜午後２時）
☆朝晩の風が心地よくなりましたね。
自然に触れる機会をもって、身近な秋を感じませんか？
★活動時間：午前 10 時〜午前 11 時
さくら保育園には、お
※活動によっては準備し
いばらき幼稚園
散歩コースがたくさんあ
ていただくものがあり
いばらき中央保育園
ります。色づき始めた銀
ます。
杏の木や、ふくらみ始め
※おむつ替えやベッドを
活動内容
期 日
た栗のイガなど、トンボ
ご利用の方は衛生上バス
１ 日（火） 運動会ごっこをしよう！
が飛ぶ空の下、お散歩に
タオルをご用意ください。
出かけましょう。
美しく柔軟で健康な身体を身に
※予約は不要です。
４ 日（金）
３日（木）以外の日で
つけよう☆
お気軽にお越しください。
も、お散歩に行けますよ
８ 日（火） みんなで運動会！
（＊＾＿＾＊）
【問合せ先】沼前幼稚園
【問合せ先】
日（火）またまたみんなで運動会！
15
☎２９３−９２０９
さくら保育園
22 日（火） つくって遊ぼう☆
☎２１９−０００７

長岡幼稚園

25 日（金）

美しく柔軟で健康な身体を身に
つけよう☆

☆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
心も身体もリフレッシュ
（パパママ向け）
☆面 ｓクラブ
毎週金曜日 午前10時30分〜午前11時30分
☆その他 園庭開放（毎日午前８時30分〜午後１時30分）
などを行っています。
初めての方はお問い合わせください。
【問合せ先】
☎２９２−０１６２
いばらき幼稚園
☎２９２−１２０７
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〜
午後２時までです。
誰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
しておりますが、バスタオルな
どの敷き物をご持参ください。
☆駐車場は、小学校下の西駐車場、または校庭奥
の駐車場をご利用ください。
☆育児相談を行っています。遠慮なく声をかけてください。

活動内容
期 日
１ 日（火） 親子ふれあいタイム
４ 日（金） 読み聞かせ（こころちゃんの会）
８ 日（火） つくってあそぼう（手作り楽器）
10 日（木） なかよくあそぼう（散歩）
17 日（木） うたっておどろう（コンサート）
21 日（月） 親子ふれあいタイム（身体測定）
23 日（水） 誕生会
30 日（水） なかよくあそぼう（種まき）
【問合せ先】長岡幼稚園

☎２９２−４０１９

飯沼保育園
☆開 放 時 間 は 午 前 8 時
〜午後 1 時
※要予約の活動は１日〜
８日の午前 10 時〜午
後４時で受付けます。
○園庭開放（７,10,21,24,28 日）
○育児相談・身体測定
（１，８，15，22，29 日）
○リトミック（８,15,29 日）

活動内容
期 日
２ 日（水） 壁面作り エプロンシアター
４ 日（金） 音楽紙芝居
９ 日（水） 制作【マラカス】 楽器遊び
11 日（金） ミニミニ運動会
16 日（水） シャボン玉遊び
17 日（木） 誕生会（要予約）
18 日（金） ハイキング（ポケットファームどきどき）
23 日（水） 各クラスでの体験保育（要予約）
25 日（金） お母さんのクッキング（要予約）
30 日（水） ハロウィンパーティー（要予約）
【問合せ先】飯沼保育園

平成 25 年９月 15 日

☎２９２−６８６８

広報いばらき
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