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　戦国期に活躍した名だたる武将たちや、彼らを藩祖

とする近世大名家に伝わった甲冑や刀剣を一堂に集

め、土浦藩土屋家旧蔵の資料と共に展示します。

　戦国を駆け抜けた武将たちの奇抜で斬新な武装を

通して、そこに込められた美学と物語をご紹介します。

【展示構成】
第Ⅰ章 信長の台頭 ―天下統一への幕開け―

第Ⅱ章 秀吉の遺臣たち ―西軍の武将―

第Ⅲ章 家康とその家臣たち ―東軍の武将―

第Ⅳ章 時代を見据えた男たち ―秀吉と家康の狭間で―

第Ⅴ章 武将たちの備え

大名土屋家の文化

　展示案内会

と　き／３月23日（土）、４月20日（土）　

午後１時から

　「戦国ＢＡＳＡＲＡ」ワールド

内　容／「戦国ＢＡＳＡＲＡ」シリーズのキャ

ラクターイラスト展、「戦国ＢＡＳＡＲＡ」

ゲーム体験、等身大武将パネルと記念撮影

　甲冑の着付け体験

と　き／期間中の土・日曜日、祝日

内　容／甲冑の模造品を着用（男性・女性・

子ども用あり。武将パネルと記念撮影可）

　日本刀鑑定会の公開

と　き／４月27日（土）　午後１時～３時

内　容／日本刀の目利き・鑑賞会を公開（見学のみ）

※日本刀を持つことができる体験コーナーがあります。

　「戦国ＢＡＳＡＲＡ」スタンプラリー

ＩＮ 遊覧都市つちうら

内　容／市内の観光施設などにスタンプ台を設置。５か所

集めるごとにオリジナルクリアファイル１枚を進呈

　※最大15か所、３種類まで。各5000枚。なくなり次第終了

　まちかど蔵で「戦国ＢＡＳＡＲＡ」グッズを販売!!

　記念講演会

（１）「戦国武将と名刀」

と　き／４月６日（土）　午後２時～３時30分

講　師／小笠原信夫さん（東京国立博物館名誉館員）

（２）「戦国期大名の魅力」

と　き／４月28日（日）　午後２時～３時30分

講　師／須藤茂樹さん（四国大学講師）

※いずれも先着70人。予約不要

関連行事

　 市立博物館（☎824-2928）問

３月16日（土）～５月６日（月）
９：00～17：00( 入館は16時30分まで）

休館日／毎週月曜日（ただし４月22日、29日、５月６日は

開館）、４月９日（火）、23日（火）、30日（火）

入館料／一般…600円、小・中・高校生…200円

☆先着１万人に特別展公式ガイドブックをプレゼント

※毎週土曜日は小・中・高校生入館無料（入館無料の場合は、

特典のガイドブック、スタンプラリーは

　対象外となります）

ところ／市立博物館 展示室１・２・３、展示ホール









8広報つちうら　お知らせ版　No.1093広報つちうら　お知らせ版　2013.2.159

こんにちは赤ちゃん ズームアップつちうら

２月生まれ

申込方法／①誕生日、②住所、③氏名（ふり

がな）、④電話番号、⑤一言（25文字以内）

を記入し、写真を添えて広報広聴課へ郵送、

メール（kouho@city.tsuchiura.lg.jp)また

は直接

申込締切／２月28日（木）

※４月上・中旬号に分けての掲載となります。

なお、応募写真は返却できませんので、ご

了承ください。

酒井希
の の か

々花ちゃん

（沖宿町）

☆１歳おめでとう☆

いつも素敵な笑顔を

ありがとう！

浅原りなちゃん・れなちゃん

（神立中央五丁目）

☆お誕生日おめでとう☆

りな・れなちゃんの笑顔が大好きだよ

二人仲良く、元気に育ってね　

山形　実
まこと

ちゃん

（滝田二丁目）

これからも元気で

笑顔いっぱいの

まこちゃんでいてね♪

倉田葉
は い ね

衣音ちゃん

（板谷一丁目）

１歳おめでとう♪

沢山の笑顔見せてね　

パパ・ママより

大木彩
あ や ね

音ちゃん

（中貫）

彩 Ｃ１歳おめでとう　

これからも

元気に育ってね　

川村知
と も や

也ちゃん

（荒川沖西二丁目）

ハッピーバースデー

一緒に色々知って

成長していこうネ

細田桃
と う り

李ちゃん

（中高津一丁目）

頑張れ

我が家の末っ子長男♪

父・母＆３人の姉より　

福見光
こ う た

汰ちゃん

（中村南一丁目）

こうちゃん♪

誕生日おめでとう!!

元気に育ってね☆

敷宮　杏
あん

ちゃん

（桜町四丁目）

アンコさん

お誕生日おめでとう♪

健康１番（ ＞ー ＞）

浅野咲
さ く ら

良ちゃん

（中）

１歳おめでとう！

毎日たくさんの

幸せをありがとう　

山本　東
あずま

ちゃん

（富士崎二丁目）

東１歳おめでとう！

これからも一緒に

笑って過ごそうね

来栖花
は な

菜ちゃん

（城北町）

１歳おめでとう

はなちゃんスマイル

いっぱい見せてね　

江田恵
け い た ろ う

太朗ちゃん

（荒川沖）

☆１歳おめでとう☆

恵ちゃんの成長が

毎日楽しみです　

比氣莉
り の

野ちゃん

（神立中央二丁目）

☆１歳おめでとう☆

可愛い笑顔は

家族みんなの宝物

松本春
は る ま

馬ちゃん

（神立中央三丁目）

　はるちゃん　

お誕生日おめでとう！

元気に育ってね

小林京
け い じ

司ちゃん

（東真鍋町）

いつも笑顔をありがとう！

　大好き　

俊彦＆由佳

中越結
ゆ い と

飛ちゃん

（菅谷町）

結君お誕生日おめでとう

みんな結君の事が

大好きだよ

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。広報つちうら　お知らせ版　2013.2.159

　教　室　名 対　　象 曜日 時　間 日　程 回数 定　員 受 講 料

バレーボール 一般女子 火 10:00～12:00 ４/９～６/25 10回 40人 6,000円

ピラティス 一般男女 火 ９:45～10:45 ４/９～６/25 10回 36人 5,000円

ママと赤ちゃんの産後体操Ａ ２～10か月児親子 火 10:00～11:00 ４/９～６/11 ８回 13組（26人） 6,000円

ママと赤ちゃんの産後体操Ｂ ２～10か月児親子 火 11:15～12:15 ４/９～６/11 ８回 13組（26人） 6,000円

エアロビクス【午前】 一般男女 火 11:00～12:00 ４/９～６/25 10回 36人 5,000円

バランスボール＆ストレッチ 一般男女 火 13:30～14:30 ４/９～６/25 10回 20人 5,000円

ジュニア体操 年長～小学３年生 火 17:00～18:00 ４/９～６/25 10回 20人 6,000円

エアロビクス【夜間】 一般男女 火 19:00～20:00 ４/９～６/25 10回 36人 5,000円

ルーシーダットン（タイ古式ヨガ） 一般男女 火 20:10～21:00 ４/９～６/25 10回 36人 5,000円

親子リトミック体操Ａ １歳半～４歳児親子 水 ９:45～10:45 ４/10～６/19 10回 25組（50人） 5,000円

親子リトミック体操Ｂ １歳半～４歳児親子 水 11:00～12:00 ４/10～６/19 10回 25組（50人） 5,000円

ソフトヨガ 一般男女 水 14:00～15:00 ４/10～６/19 10回 30人 5,000円

パワーヨガ【水曜夜間・初級】 一般男女 水 18:45～19:45 ４/10～６/19 10回 36人 5,000円

パワーヨガ【水曜夜間・中級】 一般男女 水 20:00～21:00 ４/10～６/19 10回 36人 5,000円

ペルビック・ストレッチ（骨盤矯正） 一般男女 木 ９:50～10:50 ４/11～６/20 10回 20人 7,000円

ストレッチ＆ヨガ 一般男女 木 11:00～12:00 ４/11～６/20 10回 36人 5,000円

アンチエイジングヨガ 一般男女 木 13:30～14:30 ４/11～６/20 10回 36人 5,000円

ハワイアン・フラ【夜間】 一般女子（16歳以上） 木 19:30～20:30 ４/11～６/20 10回 30人 5,000円

～姿勢矯正～うしろ姿美人 一般男女 金 ９:30～10:30 ４/12～６/21 10回 30人 5,000円

パワーヨガ【金曜午前・初級】 一般男女 金 10:35～11:35 ４/12～６/21 10回 36人 5,000円

美脚ピラティス 一般男女 金 14:30～15:30 ４/12～６/21 10回 36人 5,000円

美ボディライン～お尻シリーズ～ 一般男女 金 18:50～19:30 ４/12～６/７ ８回 36人 4,000円

パワーヨガ【金曜夜間・初級】 一般男女 金 19:40～20:40 ４/12～６/21 10回 36人 5,000円

ハワイアン・フラ【午前】 一般女子（16歳以上） 土 10:30～11:30 ４/13～６/22 10回 30人 5,000円

キッズＨＩＰＨＯＰ（Ａ） ４歳～未就学児 土 13:00～14:00 ４/13～６/22 10回 20人 6,000円

キッズＨＩＰＨＯＰ（Ｂ） 小学１～４年生 土 14:00～15:00 ４/13～６/22 10回 20人 6,000円

ベリーダンス 一般女子 日 11:00～12:00 ４/14～６/23 10回 20人 8,000円

申込方法／住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

希望教室（曜日・時間）を記入し、往復はがきを郵送

または郵便はがきを窓口へ持参（月曜休館）

※はがき１枚につき１教室の申し込み

受付期間／２月16日（土）～３月20日（水）（必着）

◎定員を超えたときは抽選。また、申込人数が

少数の場合は、中止となることがあります。

◎持ち物など、詳しくはお問い合わせください。

　　　　　　水郷体育館

（〒300-0835　大岩田1051　823-4811）

申問

ズームアップつちうらまちの話題

センバツ出場決定！

　３月22日（金）から阪神甲子園球場で行われる「第85回

記念選抜高校野球大会」への常総学院高等学校の出場が

決まりました。グラウンドの選手たちに吉報が告げら

れると、歓声とともに帽子が大空に舞い、お祝いに駆

け付けたつちまると喜びを分かち合いました。

水郷体育館　スポーツプログラム受講生募集！

春キララ券 好評発売中！
　まちづくり活性化土浦では、桜まつりの協賛事業

として、「春キララ券」を販売しています。まちづく

り活性化バス「キララちゃん」の乗車券４枚、協賛店

の割引券（100円相当）、「ホワイトアイリス号」の割引

券（300円）、「桜川桜巡り船」の割引券（100円）がセッ

トになったお得な回数券です。

ぜひご利用ください。

※それぞれに有効期限がありま

すので、ご注意ください。

販売期間／４月14日（日）まで

販売価格／300円

販売場所／キララちゃんバス車内、まちづくり活性

化土浦、まちかど蔵「大徳」、きらら館、まちなか

交流ステーション「ほっとＯne」、ラクスマリーナ、

ペルチ土浦（インフォメーション）　ほか

☆バスボランティアを募集中！
　キララちゃんバス車内において、土浦市内の観光

地の案内や乗り降りの介助などを行うことで、「まち

づくり」に参加してみませんか？詳しくは、まちづく

り活性化土浦のホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　 まちづくり活性化土浦

（土浦商工会館内　☎826-1771）

問

　２月３日、市立武道館で「土浦郷土かるた子ども会対

抗中央大会」が開催されました。かるたには、市の歴史

やイベント、特産物などが描かれており、楽しみなが

ら土浦について学ぶことができます。子どもたちの、

一瞬にかける真剣な表情がとても印象的でした。

かるたで学ぶ土浦の歴史や文化
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3
March

3月の

各会場とも駐車場が少ないので、徒歩・
自転車・バスなどでお越しください。
飲み物は各自でご用意ください。

●地域子育て支援センター「さくらんぼ」 （桜川保育所内　823-1288）
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★親子ふれあい教室　　※飲み物を持参

一中地区公民館 ７日(木)

午前10時～11時30分
メモリアルグッズを作ろう

１歳以上の
未就園児親子
20組(先着順)

２月20日(水) 午前９時
30分から電話で

※都和公民館は上靴が
必要になります。

ニ中地区公民館　 ８日(金)

三中地区公民館 12日(火)

四中地区公民館 13日(水)

六中地区公民館 １日(金)

都和公民館 14日(木)

神立地区コミュニティセンター 15日(金)

新治地区公民館 18日(月)

★すくすくルーム　　※バスタオルを持参

二中地区公民館 ５日(火)
午前10時～11時30分
メモリアルカードを作ろう

４～12か月児親子
15組(先着順)

２月20日(水) 午前９時
30分から電話で

三中地区公民館　 ６日(水)

★園庭開放（桜川保育所の庭を遊び場として開放します）　　

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

４日(月)
午前９時30分～11時30分
読み聞かせあり

１歳以上の未就園児
親子20組(先着順)

２月20日(水) 午前９時
30分から電話で

★センター開放（センターのお部屋を遊び場として開放します）

地域子育て支援センター
｢さくらんぼ｣

15日(金)
午前９時30分～11時30分
※栄養相談あり

４～12か月児親子
15組(先着順)

２月20日(水) 午前９時
30分から電話で

●保育所
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★保育所であそぼう！※新生保育所は帽子、荒川沖保育所は帽子と飲み物を持参

新生保育所（841-0575） ６日(水)
午前10時～11時
お庭であそぼう

未就園児親子
20組(先着順)

２月20日(水) 午前９時30
分から各保育所へ電話で

※雨天中止（当日の午前
８時30分に決定）

※各保育所とも育児に
関する相談をお受け
します。

荒川沖保育所（841-0037） ７日(木)
午前10時～11時
お庭であそぼう

東崎保育所（821-2807） 13日(水)
午前９時30分～11時30分
お庭であそぼう

都和保育所（822-8053） ５日(火)
午前９時30分～11時30分
お庭であそびましょう

藤沢保育園（862-2600） ７日(木)
午前９時30分～11時
劇団バクによる人形劇

未就園児親子
22組(先着順)

随時電話で

子育てひろば 子育てひろば

●児童館
と　こ　ろ と　き　・　内　容 対象者・定員 申込方法・そのほか

★３月の催し（楽しいイベントが盛りだくさん！ぜひ、お出かけください）

都和児童館（832-3112)

14日(木)
午前11時～11時30分
思い出の壁掛けを作ろう 未就園児親子

15組（先着順）
３月１日(金）から前日ま
でに電話または直接

15日(金)
午前11時～11時45分
親子ビクス

26日(火)
午後２時～３時30分
春休み映画会「friends もののけ島のナキ」

幼児親子・小学生
80人（先着順）

当日児童館へ直接

ポプラ児童館（841-3212)

12日(火)
午前11時～11時40分
英語で遊ぼう

乳幼児親子
定員なし

16日(土)
午前10時～11時30分
一輪車教室

小学生15人
（先着順）

前日までに電話または直
接

22日(金)
午前11時～11時45分
リズムＦＩＮＡＬ 乳幼児親子

定員なし
当日児童館へ直接

新治児童館（862-4403)

６日(水)
午前10時30分～11時30分
おはなし会（はっぴーさん）

12日(火)
午前10時30分～11時30分
買い物ごっこ

幼児親子30組
（先着順）

事前に児童館へ電話また
は直接

26日(火)
午前10時～11時30分
映画会「ダンボ」

幼児親子・小学生
定員なし

当日児童館へ直接

①遊びの広場～園庭・お部屋開放～

　月～金曜日（祝日を除く）

②子育て広場

　４日（月）、11日（月）…ベビーマッサージ

　５日（火）…キッズ広場（水郷公園）

　６日（水）、19日（火）…親子クッキング

　７日（木）…親子ビクス（三中地区公民館）

　８日（金）、22日（金）…離乳食講座

　12日（火）…キッズ広場（乙戸沼公園）

　13日（水）…親子ビクス（六中地区公民館）

　14日（木）…親子リトミック（四中地区公民館）

　25日（月）…赤ちゃん広場

　26日（火）…ちびっこ広場

　27日（水）…わんぱく広場

時　間／①…午前９時30分～午後４時

　　　　②…午前10時～11時30分

申込方法／２月20日（水）午前９時か

ら電話で

◎定員や持ち物など、詳しくはお問

い合わせください。

ひまわり
めぐみ保育園内   843-1117

①保育所開放

　月～金曜日（祝日を除く）

②イベント

　５日（火）…作って遊ぼう

　12日（火）…食育講習会

　14日（木）…赤ちゃんサロン

　19日（火）…おたのしみ会

時　間／①…午前10時～午後３時

　　　　②…午前10時～正午

※②は午前９時45分集合

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持ち物／タオル、飲み物

申込方法／２月22日（金）午前９時か

ら電話で

ありんこくらぶ
土浦愛隣会保育所内   841-0463

①園庭開放（雨天中止）

　月～金曜日（４日、20日、26日を除く）

②親子クラブ

　７日（木）…粘土遊び

　14日（木）…作って遊ぼう

　21日（木）…お絵描き遊び

　28日（木）…宝探し

時　間／

　①…午前８時30分～午後１時30分

　②…午前９時30分～11時30分

対象者／未就園児親子

定　員／各20組（先着順）

持ち物／

　①…帽子、タオル、飲み物

　②…ビニール袋、タオル、飲み物

申込方法／前日までに電話で

831-2590

白鳥保育園

　うさぎ先生と一緒に「げんきに、たのしく、なかよ

く」運動しませんか。

と　き／３月22日（金）

　　　　午前10時30分～11時30分

ところ／都和児童館

対象者／市内に居住する４、５歳児親子

うさぎ先生の体操教室

●地域子育て支援センター

定　員／15組（先着順）

申込方法／電話または直接

申込期間／３月11日（月）～前日（日曜

日、祝日を除く）午前８時30分～

午後５時

　　　　　　　　　　　　都和児童館（☎832-3112）申問
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放射線量測定値

市内主要施設の放射線量測定値

保育所など　※

 こども福祉課（内線2419）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

新生保育所 0.082・0.143 0.079・0.119

荒川沖保育所 0.169・0.180 0.162・0.177

霞ヶ岡保育所 0.149・0.166 0.146・0.133

東崎保育所 0.139・0.135 0.133・0.125

都和保育所 0.155・0.122 0.141・0.128

天川保育所 0.138・0.208 0.133・0.162

新川保育所 0.161・0.123 0.145・0.128

桜川保育所 0.129・0.159 0.124・0.156

神立保育所 0.135・0.107 0.106・0.108

竹ノ入保育所 0.091・0.127 0.090・0.117

土浦愛隣会保育所 0.087・0.105 0.088・0.099

めぐみ保育園 0.076・0.113 0.074・0.113

白鳥保育園 0.123・0.140 0.115・0.124

エンゼル・ゆめ保育園 0.078・0.101 0.077・0.097

つくば国際保育園 0.094・0.090 0.098・0.094

中央保育園 0.122・0.130 0.121・0.116

高岡保育園 0.080・0.087 0.080・0.083

藤沢保育園 0.087・0.084 0.099・0.095

白帆保育園 0.131・0.142 0.132・0.149

あおぞら保育園 0.142・0.096 0.110・0.097

愛保育園 0.099・0.101 0.107・0.101

童話館保育園 0.112・0.165 0.112・0.164

都和児童館 0.102・0.101 0.117・0.113

ポプラ児童館 0.083・0.118 0.089・0.123

新治児童館 0.126・0.096 0.113・0.093

ごみ処理施設
 環境衛生課（内線2445）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

一般廃棄物最終

処分場
－ 0.175

清掃センター － 0.211

幼稚園、小・中学校　※

 教育総務課（内線5103）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

土浦幼稚園

（旧いくぶん幼稚園）
0.175・0.130 0.161・0.120

土浦第二幼稚園 0.106・0.121 0.104・0.131

都和幼稚園 0.143・0.108 0.147・0.116

大岩田幼稚園 0.095・0.113 0.102・0.103

新治幼稚園 0.096・0.091 0.103・0.081

土浦小学校 0.077・工事中 0.080・工事中

下高津小学校 0.116・0.113 0.115・0.115

東小学校 0.103・0.097 0.109・0.095

宍塚小学校 0.124・0.087 0.125・0.104

大岩田小学校 0.161・0.138 0.139・0.122

真鍋小学校 0.127・0.111 0.115・0.124

都和小学校 0.103・0.105 0.096・0.111

荒川沖小学校 0.148・0.091 0.134・0.105

中村小学校 0.143・0.175 0.157・0.157

土浦第二小学校 0.123・0.106 0.123・0.127

上大津東小学校 0.102・0.114 0.097・0.119

上大津西小学校 0.137・0.112 0.121・0.139

神立小学校 0.083・0.124 0.089・0.125

右籾小学校 0.080・0.115 0.080・0.116

都和南小学校 0.120・0.114 0.128・0.128

乙戸小学校 0.156・0.123 0.140・0.128

菅谷小学校 0.105・0.131 0.104・0.128

藤沢小学校 0.091・0.096 0.098・0.094

斗利出小学校 0.099・0.104 0.091・0.088

山ノ荘小学校 0.106・0.095 0.088・0.095

土浦第一中学校 0.103 0.099

土浦第二中学校 0.119 0.101

土浦第三中学校 0.142 0.142

土浦第四中学校 0.146 0.143

土浦第五中学校 0.123 0.135

土浦第六中学校 0.161 0.133

都和中学校 0.101 0.092

新治中学校 0.086 0.079

市役所、公民館
 環境保全課放射線対策室（内線2452）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

市役所 0.152 0.127

一中地区公民館 0.143 0.126

二中地区公民館 0.151 0.134

三中地区公民館 0.165 0.158

四中地区公民館 0.158 0.147

上大津公民館 0.137 0.132

六中地区公民館 0.169 0.149

都和公民館 0.148 0.135

新治地区公民館 0.085 0.083

運動施設
 スポーツ振興課（内線5123）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

川口運動公園 0.123 0.133

中貫運動公園 0.187 0.138

荒川沖地区野球広場 0.206 0.143

市民運動公園 0.144 0.129

木田余地区市民運動広場 0.194 0.140

新治運動公園 0.102 0.089

本郷グランド 0.117 0.111

公園　  公園街路課（内線2423）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

亀城公園 0.174 0.153

神立公園 0.185 0.173

霞ヶ浦総合公園 0.163 0.155

乙戸沼公園 0.160 0.157

田村沖宿公園 0.208 0.202

紫ケ丘公園 0.136 0.144

水と緑の里公園 0.219 0.190

朝日峠展望公園 0.164 0.155

ふるさとの森公園 0.121 0.101

その他の施設
 上高津貝塚ふるさと歴史の広場

（826-7111）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

上高津貝塚ふる

さと歴史の広場
0.211 0.207

 生涯学習課（内線3331）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

青少年の家 0.174 0.166

　測定場所は学校をはじめとする市内主要施設87か所です。最新の測定結

果は市ホームページ（http//www.city.tsuchiura.lg.jp/index.php?code=3329）

や各地区公民館などに掲示しています。なお、放射性物質汚染特措法では

年間１ミリシーベルト以下（毎時0.23マイクロシーベルト）を目指すことを長期

的目標にしています。

問 問

問

問

問

問

問

※「グラウンド・砂場」の数値。数値が

１つの施設はグラウンドの値

測定期間：１月21日～１月25日　　　　単　位：マイクロシーベルト／時
測定器：簡易測定器

放射能濃度の測定結果
　市の水道水からは、放射性ヨウ素、放射性セシウムはい

ずれも検出されておらず安全です。（検出限界値：１Ｂｑ／㎏）

採取日／１月21日

検査機関／県企業局水質管理センター

水道課（内線2460）問

住宅の除染作業の申し込みを
受け付けています！

対象地区／市内全域

申込方法／電話で（土・日、祝日を除く）

◎事前に手配するため、キャンセルはご遠慮ください。

環境保全課放射線対策室（内線2452）

水道水中の放射能

申問

問

　

３月のとしょかん

春休みのおはなし会

（幼児から小学生向け）

と　き／３月28日（木）

午前11時から

※日時は変更になるときがあります。

ご確認のうえ、ご来館ください。

★ブックコート体験コーナー【２階研修室３】

　本の汚れや傷みを防ぐ透明のフィルムをかける体験

　ができます。長い間大切にしたい本をお持ちください。

　と　き／午前10時30分から（中学生以上）、

　　　　　午後２時30分から（小学生）

　定　員／各10人（要予約）

★プラレール展示【１階研修室１】

　部屋全体に線路をしいて、プラ

　レールを走らせて遊べます。

　と　き／午前９時30分～午後４時

　※時間制限あり。整理券を配布します。

★本の展示【１・２階ホール、３階ホール】

　図書館員推薦の本や東日本大震災関連の本などを展

　示します。

★データベース紹介【１階受付カウンター】

　仕事や文献研究に役立つオンラインデータベースを

　紹介します。

★図書館クイズ【１・３階受付カウンター】

　クイズで楽しみながら図書館での調べ方がわかります。

　と　き／午前９時30分から

『旅猫リポート』　有川　浩／著

　「さあ、行こう。これは僕

らの最後の旅だ」。秘密を抱

いた青年と１匹の相棒が見る

美しい景色、出会う懐かし

い人々。その旅の行方は…。

市立図書館（823-4646　　http://www.t-lib.jp/)HP

　今年も花粉症の季節がやってきました。現代は花粉症に限らず、食物や金属

などさまざまなアレルギーを持っている人が増えています。そこで今月は、ア

レルギーと上手に付き合うために、アレルギーの知識や、自分でできる対処法

などに関する本を集めてみました。日常生活を改善することによって症状を緩

和して、快適かつ安心な生活を送りたいものですね。

★おはなしの部屋【和室】

　読み聞かせ（赤ちゃんから幼児向け）

　と　き／随時

　おはなし会（幼児から小学生向け）

　と　き／午前10時30分から、午後１時30分から

★「スタンダード工房」コンサート【２階視聴覚室】

　市内を中心に活動している音楽グループです。さま

　ざまなジャンルのスタンダード曲を演奏します。

　と　き／午後２時から

★リサイクルブックマーケット

　【外階段２階踊り場、雨天時は２階ホール】

　保存期限の切れた雑誌や、図書を無償で配布します。

　と　き／午前９時30分～午後４時

★工作教室【２階研修室４・５】

　ブックカバー、しおり、ぬり絵、お面などを作ります。

　と　き／午前９時30分から、

　　　　　午後１時30分から

　※整理券を配布します。

◎詳しくは、図書館ホームページ、

館内配布チラシ、ポスターをご覧ください。

おはなし会おはなし会

今月の展示棚今月の展示棚

先月の人気図書先月の人気図書

4 5

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2013.MARCH

7 8
 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

6  9

31

1
3

2

30

第３回図書館まつり ～図書館でつなごう 人と　　～本
　第３回を迎える図書館まつり。今年

も楽しいイベントをたくさん企画しま

したので、皆さんお誘い合わせのうえ、

ぜひお越しください。

と　き ３月20日（水）　
午前９時30分～午後５時

ところ 市立図書館本館（分館は休館になります）

問

テーマ：「アレルギーとのつきあい方」






