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桜桜
まつり

土浦 会　場／亀城公園、亀城プラザ、うらら広場、乙

戸沼公園、桜川堤、新川堤、真鍋小学校、

土浦まちかど蔵、竜ヶ峰、博物館　ほか

３/23（土）　４/14（日）

「４月７日（日）のイベント」

問 土浦市観光協会（824-2810）

　昔懐かしいボンネットバスで桜の名所を周遊。期間中無料で運行します。
と　き／３月30日から４月７日までの土・日曜日

※運行ルートな
　ど、詳しくはお
　問い合わせくだ
　さい。

まちなか桜めぐりバス
真鍋のサクラを楽しむ集い

と　き／４月６日（土）　午後２

時～４時、午後６時～８時

ところ／真鍋小学校校庭

桜の木の下で遊ぼう

　真鍋のお囃子、フォークダン

ス、紙芝居、桜もちの作製など

ライトアップ（５階ホール開放）

　和太鼓・ピアノ演奏、桜茶・

　桜もちのおもてなし　など

桜川お花見船
　お花見弁当を食べながら、桜
川の両側に咲く桜を、船でめ
ぐってお花見ができます。
と　き／３月23日（土）～４月14
　日（日）（水曜日を除く）
乗船場所／土浦港
※申込方法など、詳しくはラク
スマリーナ（822-2437）まで
お問い合わせください。

　うらら会場
　獣電戦隊キョウリュウジャー

ショー、ご当地アイドルショー、

ダンス・パフォーマンス、「戦国Ｂ

ＡＳＡＲＡ」のグッズ販売　など

　ペルチ会場
　カラオケ大会、もちつき大会

　乙戸沼公園会場
　観桜カラオケ大会

　新治会場
　「流鏑馬まつり」
日本三大山王流鏑馬のひとつで、

猿に見立てた的を射抜きます。

　と　き／午後０時30分～３時

　ところ／日枝神社

　会場一円
　「駅からハイキング」

ハイキングをしながら、市内の

桜の名所をお楽しみください。

※申込方法など、詳しくは駅

からハイキング事務局（03-

5719-3777）までお問い合わせ

ください。

　亀城公園会場
　野点茶会、土浦三曲会演奏、ポ

ニー乗馬、春のカレーフェア、

土浦新郷土民謡おどり、獣電戦

隊キョウリュウジャーショー、

emieライブ、かぐらライブ、オ

ニツカサリーライブ、歌芸夢者

ものまねライブ、お宝ゲット！

大抽選会　など
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まちの話題

◉同年度内で助成が受けられるのは、人間ドックま
たは脳ドックのいずれかです。

◉助成を受けた方は、年度内の医療機関健診、総合
健診の助成は受けられません。

申問 国民健康保険加入の方……国保年金課国保給付係（826-1111　内線2355）
後期高齢者医療加入の方…　　〃　　医療福祉係（内線2316）

人 間 ド ッ ク 健 診 機 関 電話番号 自己負担額※１ 定　員

神立病院健診センター 832-8951

２万円程度 なし

土浦協同病院農村健康管理センター 826-3221

日立製作所土浦診療健診センタ（国保加入者のみ） 831-5830

霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター（東京医科大学茨城医療センター） 887-4563

つくば総合健診センター（筑波メディカルセンター） 856-3500

筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ（国保加入者のみ） 864-8002

牛久愛和総合病院総合健診センター 873-4334

つくばセントラル病院健診センター 874-7985

龍ケ崎済生会病院総合健診センター 0297-63-7178

脳 ド ッ ク 健 診 機 関 電話番号 自己負担額※１ 定　員

霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター（東京医科大学茨城医療センター） 887-4563 ２万6250円 300人

つくば総合健診センター（筑波メディカルセンター） 856-3500 ２万6250円 300人

土浦協同病院農村健康管理センター※２ 826-3221 ３万9900円  80人

筑波記念病院つくばトータルヘルスプラザ（国保加入者のみ） 864-8002 ２万6250円  50人

龍ケ崎済生会病院総合健診センター 0297-63-7178 ２万6250円  50人

※１ いずれも自己負担額は、助成額を差し引いた額です。
※２ 土浦協同病院農村健康管理センターの自己負担額は、人間ドックの検査項目もすべて含んだ金額です。

■健診機関　　　　◎決定通知書がお手元に届いてから、健診機関への受診日の予約をお願いします。

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方へ

ズームアップつちうら 日帰り人間ドック・脳ドック

ズームアップつちうら

文 化財に新たに指定

　３月２日、ＪＲ土浦駅を会場にして、大地震の発生

後に列車が不通になり、帰宅困難者が滞留しているこ

とを想定した避難誘導訓練を実施

しました。市とＪＲ東日本の職員

約150人が参加して、駅の下りホー

ムから避難場所までの避難経路

や、車イスの誘導方法などを確認

し合いました。これからも、万が

一の事態に備えた防災体制の強化

を図り、安心・安全なまちづくり

に努めてまいります。

帰 宅困難者避難誘導訓練を実施

下 水道促進週間コンクールで知事賞を受賞

　平成24年度茨城県下水道

促進週間コンクール表彰式

が、１月24日に県庁講堂で

行われ、４万8000点を超え

る応募作品の中から、市内

小・中学生の作品が知事賞

を受賞しました。

【特　選】　絵画・ポスター…長谷川響
き ょ う た

大さん（土浦二小４年）

【準特選】　作　文…金本麻
ま り

里さん（土浦一中３年）

【入　選】　新　聞…野口　晋
し ん

さん、純
じゅん

さん（東小４年）

左から野口晋さん、野口純さん、

金本麻里さん、長谷川響大さん

地域安全情報 №７

　大聖寺（永国）が所有する「木
も く ぞ う だ い に ち に ょ ら い ざ ぞ う た い な い め い

造大日如来坐像胎内銘」

が、２月28日に土浦市の文化財に指定されました。

　この胎内銘は、大日如来坐像の頭部内から発見され、

二代目関東惣
そうけんぎょう

検校を勤めた三嶋安一が、時の将軍徳川

綱吉の健康を祈願して作っ

たと記されています。

　市内から墨書が発見され

たことは、三嶋安一と土浦

のつながりを示すもので、

地域の歴史を知る上でも貴

重な資料といえます。

平成24年土浦市内窃盗発生状況（地区別）

一中地区 136 43 37 12 43 23 19 25 97 435

二中地区 73 43 34 23 23 14 41 17 59 327

三中地区 119 40 91 47 15 32 42 9 68 463

四中地区 84 29 57 14 13 26 20 21 59 323

上大津地区 39 34 15 17 16 13 14 18 57 223

六中地区 25 16 6 17 9 10 22 13 32 150

都和地区 22 24 11 23 4 23 17 12 41 177

新治地区 3 20 4 5 7 9 3 1 38 90

計 501 249 255 158 130 150 178 116 451 2188

生活安全課（826-1111　内線2490）

無理な横断は控えましょう

夜間は反射材を身につけましょう

安全確認を忘れずに

慣れた道でも気を抜かないで

　夜間、住宅に泥棒が侵入する事件が相次いで発

生しています。十分ご注意ください。

　特　徴　　南部（荒川沖周辺）の発生が多い

　　　　　深夜から明け方に多い

被害状況　無施錠箇所からの侵入

　　　　　窓ガラスの鍵部分を割って侵入

　　　　　居間に置かれたバックから現金を盗む

普段からの心掛けで被害防止を

①外出や就寝時には、必ず玄関や窓の鍵を閉める

②窓には防犯センサーや補助錠を付ける

③庭に玉砂利を敷いたり、センサーライトを付ける

④外から見える場所にバックなどを置かない

⑤家の中には多額の現金などを置かない

土浦防犯ニュース 土浦防犯ニュース ～忍び込みへの警戒を～

県内で高齢者の交通事故が激発しています！

　１月26日、27日に笠松総合運動公園体育館で行われ

た「全国ミニバスケットボール大会茨城県予選会」で、

土浦ミニバスケットクラブスポーツ少年団が見事優勝

し、３月28日（木）から東京で開催される全国大会に出

場します。全国大会に向けて主将の小神野凌
りょう

さんは、

「優勝目指して頑張ります」

と力強く抱負を語りまし

た。大舞台の雰囲気を楽し

みながら、元気あふれるプ

レーで悔いが残らないよう

全力を尽くしてください。

全 国ミニバスケットボール大会出場決定

平成25年度

日帰り人間ドック ・脳ドックの健診費用を助成します

　国民健康保険税完納世帯または後期高齢者医療保険

料完納者で、平成26年３月31日現在、40歳以上になる

国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者を対象

に、日帰り人間ドック、脳ドックの受診費用を助成し

ます。ただし、脳ドックは、平成23・24年度に脳ドッ

クの助成を受けた方は除きます。

■人間ドック
健診項目／特定健診、眼科検査、聴力検査、胸部Ｘ線

撮影、胃Ｘ線撮影、腹部超音波検査、便潜血検査など

助成額／２万円

申込締切／平成25年12月13日（金）（当日消印有効）

◎申し込み後、２週間ほどで決定通知を発送します。

■脳ドック
健診項目／特定健診、眼科検査、聴力検査、脳ＭＲＡ、

脳ＭＲＩ検査など

定　員／健診機関ごとに下記の表参照（いずれも定員を

超えたときは抽選）

助成額／２万6250円

申込締切／４月17日（水）（当日消印有効）

◎締め切り後、定員を超えたときは抽選し、５月中旬

に決定通知を発送します。

■共　通
申込方法／はがきに、①希望する健診（ドック）名、②

受診希望の健診機関（脳ドックの受診を希望される方

は第２希望まで記入）、③住所、④氏名（ふりがな）、

⑤電話番号を記入し郵送（１人につき１枚）

■申込はがき記入例

〒300-8686

土浦市下高津一丁目20-35

　土浦市役所　

　　国保年金課　行

表 裏（人間ドック）

①人間ドック希望

②受診希望の健診機関

③住所

④氏名（ふりがな）

⑤電話番号

①脳ドック希望

②受診希望の健診機関

　第１希望（　　　　　）

　第２希望（　　　　　）

※必ず第２希望まで記入

③住所

④氏名（ふりがな）

⑤電話番号

裏（脳ドック）

〒
問
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4
April

4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、はさみ、のり、セロテープを持参

一中地区公民館 15日(月)

午前10時～11時30分
こいのぼりを作ろう

１歳以上の
未就園児親子
20組(先着順)

３月21日(木) 午前９時
30分から電話で（申し込
みは１か所のみ）

※都和公民館は上靴が
必要になります。

ニ中地区公民館　 16日(火)

三中地区公民館 17日(水)

四中地区公民館 18日(木)

六中地区公民館 19日(金)

都和公民館 23日(火)

神立地区コミュニティセンター 22日(月)

新治地区公民館 24日(水)

★すくすくルーム　　※バスタオル、のり、セロテープを持参

二中地区公民館 11日(木) 午前10時～11時30分
こいのぼりを作ろう

４～12か月児親子
15組(先着順)

３月21日(木) 午前９時
30分から電話で三中地区公民館　 12日(金)

●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！

藤沢保育園（862-2600） 18日(木)
午前９時30分～11時
戸外遊び・砂遊び・子育て相談

未就園児親子
20組(先着順)

随時電話で
※雨天時は室内遊び

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

★４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)

19日(金)
午前11時～11時45分
親子リトミック 幼児親子

15組（先着順）

４月１日(月）から前日ま
でに電話または直接

※25日は材料費100円が
必要です。

25日(木)
午前11時～11時30分
つくってあそぼう「端午の節句：つるし飾りを作ろう」

27日(土)
午前10時～11時30分
一輪車教室

年長児親子・小学生
15組（先着順）

ポプラ児童館（841-3212)

５日(金)
午後２時～３時30分
春休み映画会「アイス・エイジ３」

幼児親子・小学生
定員なし

当日児童館へ直接

13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(月)
午前10時30分～11時30分
親子ビクス

乳幼児親子
定員なし

当日児童館へ直接

新治児童館（862-4403)

18日(木)
午前10時30分～11時30分
作ってあそぼう魚つり

幼児親子
20組（先着順）

事前に児童館へ電話また
は直接
※20日は材料費100円が

必要です。20日(土)
午前10時～11時30分
工作教室「スライム作り」

小学生
20人（先着順）

24日(水)
午前10時30分～11時30分
リズムあそび

幼児親子
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

　９日（火）…キッズ広場（水郷公園）

　11日（木）…こいのぼり作り（四中地区公民館）

　12日（金）、19日（金）…ベビーマッサージ

　16日（火）…キッズ広場（乙戸沼公園）

　17日（水）、26日（金）…食育講座

　18日（木）…親子リトミック（三中地区公民館）

　22日（月）…わんぱく広場

　24日（水）…ちびっこ広場

　25日（木）…わらべうた（六中地区公民館）

　30日（火）…赤ちゃん広場

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／３月21日（木）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。

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

　10日（水）…花まつり

　16日（火）…わらべうた遊び

　18日（木）…赤ちゃんサロン

　23日（火）…作って遊ぼう

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／３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（祝日、５日（金）を除く）

②親子クラブ

　４日（木）…粘土遊び

　11日（木）…シール遊び

　18日（木）…お絵描き

　25日（木）…作って遊ぼう

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

●地域子育て支援センター
ひまわり

３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／３月29日（金）

※５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。

島田さくらちゃん

（中村南二丁目）

　Happy Birthday　

笑顔たくさんの毎日を

過ごそうね♪

鴻巣　旬
しゅん

ちゃん

（神立中央五丁目）

１歳おめでとう☆

旬の笑顔は最高♪

元気な旬でいてね　

皆川遥
す み れ

玲ちゃん

（おおつ野七丁目）

すみれの全てが大好きだよ

強く可愛く

大きくなあれ☆

榎澤祐
ゆういち

一ちゃん

（中村南三丁目）

１歳おめでとう♪

すくすく元気いっぱい

大きくな～れ☆

小松優
ゆ め

芽ちゃん

（中神立町）

誕生日おめでとう♪

優芽の笑顔に

いつも癒されてるよ

橋本龍
りゅうのしん

之心ちゃん

（真鍋二丁目）

龍のような

強い心を持った

優しい男になってね

石上菜
な な

々ちゃん

（大和町）

お誕生日おめでとう

いっぱい食べて遊んで

大きくなあれ

手塚謙
けんすけ

介ちゃん

（川口二丁目）

【ケン】きょ

【ス】こやか

【ケ】がなく育ってね

桧山　楓
かえで

ちゃん

（並木三丁目）

１歳おめでとう　

元気で強い子に

育ってね！

岩本　琳
りん

ちゃん

（木田余東台三丁目）

名付け親は

煌お兄ちゃんです( ＞

Ｏ

＞)

岡山龍
りゅうのすけ

之介ちゃん

（文京町）

龍ちゃん１歳おめでとう！

元気一杯

大きくなってね　

前島竜
りゅうせい

成ちゃん

（東崎町）

りゅうくん

１歳おめでとう☆

元気に大きくなってね

樋口瑠
りゅうま

真ちゃん

（乙戸南二丁目）

産まれてきてくれて

ありがとう☆

元気に育ってね☆

前野あかりちゃん

（永井）

あかり

お誕生日おめでとう

これからも笑顔をみせてね

櫻田琉
る き

月ちゃん

（西真鍋町）

お誕生日おめでとう　

いつも素敵な笑顔を

ありがとう　

※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。
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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 0.084・0.139 0.075・0.138

荒川沖保育所 0.160・0.181 0.162・0.170

霞ヶ岡保育所 0.150・0.155 0.152・0.155

東崎保育所 0.136・0.117 0.138・0.135

都和保育所 0.155・0.137 0.145・0.135

天川保育所 0.157・0.179 0.145・0.182

新川保育所 0.159・0.112 0.155・0.138

桜川保育所 0.116・0.172 0.132・0.162

神立保育所 0.129・0.116 0.120・0.118

竹ノ入保育所 0.091・0.120 0.091・0.108

土浦愛隣会保育所 0.090・0.099 0.095・0.095

めぐみ保育園 0.079・0.118 0.066・0.113

白鳥保育園 0.130・0.136 0.134・0.157

エンゼル・ゆめ保育園 0.072・0.093 0.075・0.096

つくば国際保育園 0.094・0.097 0.101・0.095

中央保育園 0.123・0.133 0.109・0.136

高岡保育園 0.072・0.086 0.068・0.090

藤沢保育園 0.087・0.097 0.084・0.087

白帆保育園 0.138・0.145 0.138・0.152

あおぞら保育園 0.141・0.091 0.124・0.092

愛保育園 0.094・0.112 0.097・0.109

童話館保育園 0.112・0.160 0.115・0.150

都和児童館 0.124・0.109 0.124・0.108

ポプラ児童館 0.073・0.123 0.074・0.129

新治児童館 0.135・0.097 0.128・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
－ 0.187

清掃センター － 0.208

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）
0.178・0.129 0.167・0.126

土浦第二幼稚園 0.103・0.135 0.106・0.128

都和幼稚園 0.147・0.119 0.135・0.120

大岩田幼稚園 0.092・0.113 0.094・0.109

新治幼稚園 0.110・0.095 0.105・0.084

土浦小学校 0.124・工事中 0.102・工事中

下高津小学校 0.114・0.110 0.108・0.123

東小学校 0.113・0.104 0.114・0.102

宍塚小学校 0.125・0.089 0.129・0.108

大岩田小学校 0.156・0.136 0.149・0.135

真鍋小学校 0.102・0.127 0.099・0.133

都和小学校 0.093・0.107 0.087・0.117

荒川沖小学校 0.146・0.102 0.149・0.121

中村小学校 0.138・0.166 0.136・0.155

土浦第二小学校 0.122・0.103 0.130・0.131

上大津東小学校 0.116・0.126 0.115・0.118

上大津西小学校 0.119・0.094 0.123・0.120

神立小学校 0.091・0.146 0.088・0.110

右籾小学校 0.096・0.112 0.087・0.115

都和南小学校 0.135・0.110 0.137・0.117

乙戸小学校 0.135・0.105 0.121・0.095

菅谷小学校 0.115・0.110 0.111・0.143

藤沢小学校 0.085・0.102 0.077・0.100

斗利出小学校 0.098・0.090 0.094・0.090

山ノ荘小学校 0.096・0.096 0.094・0.099

土浦第一中学校 0.109 0.105

土浦第二中学校 0.090 0.081

土浦第三中学校 0.157 0.155

土浦第四中学校 0.131 0.134

土浦第五中学校 0.127 0.125

土浦第六中学校 0.139 0.137

都和中学校 0.102 0.104

新治中学校 0.067 0.065

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 0.146 0.131

一中地区公民館 0.157 0.151

二中地区公民館 0.147 0.141

三中地区公民館 0.151 0.148

四中地区公民館 0.144 0.137

上大津公民館 0.138 0.126

六中地区公民館 0.160 0.153

都和公民館 0.137 0.129

新治地区公民館 0.100 0.095

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 0.097 0.103

中貫運動公園 0.200 0.197

荒川沖地区野球広場 0.221 0.227

市民運動公園 0.126 0.143

木田余地区市民運動広場 0.149 0.146

新治運動公園 0.099 0.106

本郷グランド 0.099 0.102

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 0.168 0.156

神立公園 0.175 0.165

霞ヶ浦総合公園 0.152 0.151

乙戸沼公園 0.147 0.133

田村沖宿公園 0.219 0.196

紫ケ丘公園 0.144 0.148

水と緑の里公園 0.232 0.198

朝日峠展望公園 0.170 0.154

ふるさとの森公園 0.087 0.089

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
0.217 0.217

 生涯学習課（内線3331）

施設名 地上0.5ｍ 地上1.0ｍ

青少年の家 0.176 0.163

　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：２月18日～２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／２月25日

検査機関／県企業局水質管理センター

水道課（内線2460）問

土浦市放射能汚染対策中間報告書

　これまでに市が実施してきた除染や食料検査などの対

策をまとめた中間報告書を、各家庭に配布しますのでご

覧ください。引き続き安心・安全な市民生活を取り戻す

ための対策を推進してまいります。

環境保全課放射線対策室（内線2452）

水道水中の放射能

問

問

放射線量測定値

　宝生邸に眠る秘宝

が怪盗に狙われる？

体中から装飾品を奪

われた女性の変死体

発見？続々と発生す

る難事件に麗子はピ

ンチに陥るが、影山

の毒舌と推理は絶好調で…。

　　　　先月の人気図書

４月のとしょかん

月月月
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HP問

おはなし会

　（幼児～小学生向け）

と　き／

　４月14日（日）午後１時30分～

　４月28日（日）午後２時～

ちいさなおはなし会

　（０～３歳児向け）

と　き／４月24日（水）午前11時～

※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。

『謎解きはディナーのあとで３』
（東川篤哉／著）

今月の展示棚 №1

　図書館で働く職員のおすすめの１

冊を紹介・展示します。この他に

も、東日本大震災関連の本、映像化

された作品の原作本、図書館まつり

のイベントに関連した本など、複数

の展示テーマがあります。興味のあ

るテーマから、みなさんがこの春に

読みたい１冊を探してみてはいかが

ですか？

テーマ：図書館員おすすめの１冊
おはなし会おはなし会

こどもの本
ねむりひめ　　（荒井良二／作）

しゃもじいさん

（かとうまふみ／作）

ふしぎなやまびこしゃしんかん

（中島和子／作）

バナナじけん　（高畠那生／作）

ぼくって…（エマ・ドッド／作）

だいすきぎゅっぎゅっ

（デイヴィッド・ウォーカー／絵、

フィリス・ゲイシャイトー／作）

もっと生きたい！

（池田まき子／著）

３万冊の本を救ったアリーヤさ

んの大作戦

（マーク・アラン・スタマティー／作）

　なぜスズメは

減少しているの

か？スズメが減

少するとどんな

問題があるの

か？鳥の研究者

が、スズメの少

子化や個体数の

減少を科学的に

検証。イラストや写真を多用しな

がら、わかりやすく紹介します。

（三上　修／著）

スズメの謎

（動　物）

　古代ローマの

歴史を描いた大

作「ローマ人の

物語」の秘話、

異国から送る日

本人へのメッ

セージ、忘れら

れぬ友人たちと

の交歓、そして

歴史作家としての矜
き ょ う じ

持…。単行本

未収録作品を中心に、長大な作品

群を築いてきた軌跡を辿ります。

（塩野七生／著）

想いの軌跡1975-2012

（エッセイ）

　桜は、日本人にとって特別な存在です。平安時

代以降、花の代名詞となり、春の花の中でも特別

な位置を占めるようになりました。

　また、桜は土浦市の花でもありま

す。市内には桜の名所が多く、真鍋

小学校の桜は天然記念物に指定され

ています。

　今月は、桜に関する本をご紹介します。

桜守のはなし　　　　　　　（佐野藤右衛門／作）

さくらいろ　　　　　　　　　　（森田敏隆／著）

サクラ（ＮＨＫ趣味の園芸）　　　（船越亮二／著）

日本桜の名所100選　　　　　（主婦の友社／刊）

桜の話題事典　　　　　　　　（大貫　茂／編著）

さくら（絵本）　（長谷川摂子／文、矢間芳子／絵）

特集 ： 桜特集 ： 桜






