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定期子育て相談

【問合せ先】こども課　子育て支援センター　☎ 029－291－0980（直通）
　　　　　　　　　　　茨城町総合福祉センター　「ゆうゆう館」内

３月の予定
6日(水)
8日(金)
13日(水)
15日(金)
20日(水)
26日(火)
27日(水)

読み聞かせ
ボランティアによるピアノ演奏
定期子育て相談
わいわい発表会
読み聞かせ
ボランティアと遊ぼう
『集いの場。ＴＵ☆ＮＡ☆ＧＵ』

毎月第２水曜日
時　間　午前９時30分～11時30分
場　所　保健センター　健診室　
　子育てに関する相談をお受けします。内容により保健
センター(保健師、管理栄養士)と連携して対応します。
身体計測も実施しています。

都合の良い
時間にどうぞ（　　　　　）

茨城町子育て支援センターは子育て親子に寄り添い、
親子のふれあいと絆を深める活動を行っています。

読み聞かせ
毎月第１・３水曜日
時　間　午前11時～11時15分
場　所　まんまるーむ(遊戯室)
　子育てボランティアが絵本や紙芝居の読み聞かせに来て
くれます。親子でゆったりとお話の世界を楽しみましょう。

対　象　平成28年４月２日以降に生まれた子どもとその
保護者及び妊婦

日　時　27日(水)   午前10時30分～11時30分
場　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」健診室
持ち物　バスタオル、水分補給用の飲み物、靴入れの袋

オムツ替え用シート(代用の物でも可)
内　容　自己紹介、親子ふれあい遊び、交流会
　子育てに限らず、情報交換をしたり、なんでも気軽に話し
たりできる場です。妊婦さんやパパの参加も大歓迎です。

子育てセミナー
　  『集いの場。ＴＵ☆ＮＡ☆ＧＵ』
　　　  ～つながる・なかま・ぐちこぼし～

『わいわい発表会』

日曜祝日、年末年始を除き午前９時から午後５時まで　未就学児とその保護者はどなたでも利用できます。
ゆうゆう館 まんまるーむ(遊戯室)を開放

ボランティアによるピアノ演奏
８日(金)
時　間：午前１1時～11時15分
　楽しい曲に合わせて歌ったり、踊ったりして一緒に楽しみましょう。

ボランティアと遊ぼう
26日(火)  午前10時30分 ～ 11時30分 
　ボランティアが遊びに来てくれます。一緒に手遊びをした
り、おしゃべりをしたりして地域の方々と交流をしましょう。

日にち　３月15日（金）
時　間　午前９時30分～11時30分（受付 午前９時30分～）
場　所　茨城町総合福祉センター

「ゆうゆう館」（エントランスホール・健診室）
内　容　・保健師による健康教育相談と身体測定 

・管理栄養士による食の相談、乳幼児食のメ
ニューの紹介

・子育てボランティア、ボランティア団体（子
育て支援関係各機関）による乳幼児向けの読
み聞かせや歌などの発表

・子育て支援の情報提供
＊町外の方の参加も大歓迎。お子さんにはお楽しみプレ
ゼントがあります。

＊椅子に座って自由に観覧できます(ベビーカー利用可)。

（相談）

《発表内容》

（ボランティアの発表）昨年の様子

家族皆さんでどうぞ！！

内　　容

パネルシアター
｢パンパンパン ぱっとさいた｣ 他

発表団体

図書館

大型絵本｢だるまさんが｣
ペープサート｢おべんとうバス｣
パネルシアター｢あめふりくまのこ｣

茨城町おはなしの会
｢しらゆきひめ｣

歌｢かわいいかくれんぼ｣
ふれあい遊び｢バスにのって｣
体操｢わーお!｣

更生保護女性会

大型絵本｢はなさかじいさん｣
手遊びなど

子育てボランティア
｢こころちゃんの会｣

予定時間

10：30

10：40

11：00

11：10

17 2019.３　広報　いばらき

４ ６

３ 21 ３ 28

４ 16 ４ 29
４ 20 21
４ 20 29

2019.３　広報　いばらき

城里町
城里町総合野外活動センター
「ふれあいの里」「うぐいすの里」予約受付中
　「ふれあいの里」は、広い施設のなかに、オー
トキャンプ場、キャビン、バンガローがあり、
魚釣り体験、ピザ焼き体験などいろいろな野外
体験ができます。
　「うぐいすの里」は、広いグラウンドやテニス
コートがあり、青空の下でスポーツが楽しめ、
また、春には園内の桜が見ごろを迎えます。
　平成31年度の予約も受け付けています。皆
様のお越しをお待ちしています。
　【問合せ先】ふれあいの里管理事務所
　　　　　　 ☎０２９－２８８－５５０５
　　　　　　 うぐいすの里管理事務所
　　　　　　 ☎０２９－２８９－４３２１
小美玉市
小美玉さくらフェスティバル2019
　小美玉市四季文
化館みの～れと小美
玉市商工会の力を結
集した、みの～れを
含む四季の里全体を
会場にした春の一大
まつりです。
▶日時　４４月６日（土）
　　　　 午前９時30分～午後３時
　※雨天の場合は一部プログラムを変更して実施
▶場所　四季の里芝生広場＆四季文化館みの～れ
　　　 （小美玉市部室１０６９）
　【問合せ先】小美玉市生活文化課(みの～れ)
　　　　　　 ☎０２９９－４８－４４６６

　【問合せ先】茨城国際音楽アカデミー
　　　　　　 inかさま実行委員会事務局
　　　　　  （笠間市生涯学習課内）
　　　　　　 ☎0296－77－1101（内線 381）

お知らせ

　関東財務局水戸財務事務所では、財務省の総合出先機
関として、地域の皆様からの相談を、無料で受け付けて
います。
電子マネー詐欺相談（架空請求、サクラサイト）
▶相談受付番号　☎０２９－２２１－３１９５
▶受付時間　月～金曜（祝祭日を除く）
　午前８時30分～正午/午後１時～５時
多重債務相談（借金、クレジットカード、各種ローンの
悩み相談）
▶相談受付番号　☎０２９－２２１－３１９０
▶受付時間　月～金曜（祝祭日を除く）の午前８時30分
～正午/午後１時～４時30分

財務省関東財務局
水戸財務事務所へご相談を

▶相談受付番号
▶受付時間　月～金
～正午/午後１時

お知らせ

　茨城県近代美術館のコレクション約４,０００点の中か
ら、横山大観「流燈」やルノワール「マドモアゼル・フ
ランソワ」をはじめスター級の名品約１００点が勢揃いし
ます。
▶期間　３月24日（日）まで
　※水戸の梅まつり期間（２月16日（土）～）は無休
▶時間　午前９時30分～午後５時
　　  　（入場は午後４時30分まで）
▶入館料　一般６００円、満70歳以上３００円、高大生３６０
円、小中生２４０円　※３月20日（水）は満70歳以上の
方無料。土曜日は高校生以下無料。その他、団体料金
等あり。
　【問合せ先】茨城県近代美術館
　　　　　　 ☎０２９－２４３－５１１１

「茨城近代美術館名品展 ザ・ベスト
モネ、ルノワール、大観から靉嘔まで」

Neighboring town

笠間市
第15回茨城国際音楽アカデミーinかさま
　アカデミーの期
間中には、公開レッ
スンのほか世界最
高峰の講師陣、受
講生、音楽愛好家
によるさまざまな
コンサートも開催
します。ぜひ、会場へ足を運んでいただき、素敵
な音楽の時間をお楽しみください。詳細は、笠間
市ホームページをご覧ください。
公開レッスン
▶期日　３月2121日（木・祝）～３月2828日（木）
▶場所　茨城県教育研修センター（笠間市平町1410）
コンサート

那珂市
八重桜まつり
　静峰ふるさと公園は「日
本さくら名所100選」に選
ばれた八重桜の名所です。
12haの園内に、約2,000本
の八重桜が満開となる光
景はまさに壮観で、春のひ
と時を桜とともに満喫しよ
うと、家族連れや観光客で賑わいます。また、夜桜
期間中には幻想的な世界を見ることができます。

▶日時　４月1616日（火）～４月2929日（月）午前９時～午後５時
　※イベント ４月2020日（土）～2121日（日）、2727日（土）
　　　　夜桜 ４月2020日（土）～2929日（月）日没～午後８時
▶場所　静峰ふるさと公園（那珂市静1720ー1）
▶料金　・入園料　　無料
　　　　・駐車料金については、八重桜まつり
　　　　　期間中有料 （普通車500円、中型車  
　　　　　1,000円、大型車2,000円）。
　【問合せ先】
　八重桜まつり実行委員会（那珂市商工会）　
　☎029ー298ー0234
　那珂市観光協会（那珂市商工観光課）
　☎029ー298ー1111（内線243）

3月21日
（木・祝）

茨城国際音楽アカデミーin
かさま　第15回記念公演
スペシャル・ガラ・コンサート

14：00～
一般1,500円
高校生以下
1,000円

笠　間
公民館
大ホール

3月23日
（土）

水戸スペシャル・コンサート
ザハール・ブロンと若き
名手たち

17：00～ 一般1,500円
茨城県民
文化センター
大ホール

3月23日
（土）

親子で楽しむ
名曲コンサート11：00～

無　料
※事前申込制
小中学生（及びそ
の引率者）限定

教育研修
センター
大研修室

期　日 内　容時　間 料　金 場　所

3月26日
（火）

エヴァ・ラブチェフスカ
無伴奏ヴァイオリン・
リサイタル

18：30～ 1,000円
教育研修
センター
レストラン

3月28日
（木）

アカデミーファイナル
ステューデント・コン
サート

13：00～ 500円
教育研修
センター
大研修室

3月24日
（日）

ミハイル・
ヴォスクレセンスキー
ピアノ・リサイタル

14：00～
一般1,500円
高校生以下
1,000円

教育研修
センター
大研修室
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