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タウン
“タウン”は市や官公庁関係機関外で、
市民活動中心の情報です。
※タウンへの投稿は広報５月１日号
が４月１日(月）まで、５月15日号が
４月８日（月）までです
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4 人制ソフト
バレーボール市民大会

〈日時〉４月14日（日）午前９時～午後
６時〈会場〉藤代スポーツセンター
〈対象〉中学生以上の市内または近
隣で活動する混合（男女各２人）か
女性４人で構成されたチーム〈参加
費〉１チーム3,000円〈申込〉メール

（toride_soft_volleyball@yahoo.
co.jp）で〈締切〉３月31日（日）  ソ
フトバレーボール連盟事務局　小島
☎０９０－２４０５－７９３３

取手市民テニス選手権大会
〈日時〉５月３日（金・祝）・４日（土・祝）
午前８時30分集合※予備日５日（日・
祝）〈会場〉取手緑地運動公園（利根川
河川敷）テニスコート〈種目〉男子シン
グル、男子ベテランダブルス（50歳
以上）、女子ダブルス※トーナメント
方式〈対象〉市内在住・在勤・在学・
市内団体所属の方〈参加費〉１人500
円（当日集金）〈申込〉はがきに住所、
氏名（団体名）、性別、年齢、電話番
号、参加種目を明記の上、〒301-
0044龍ケ崎市小柴4-3-1-2-105渡部
岩男宛郵送かクラブのホームページ
(http://toridetennis.web.fc2.com/)
で〈締切〉４月14日（日）必着  取手
市民硬式テニスクラブ　渡部　☎
０９０－１７０１－６３４８

農家と一緒に米作り体験
苗作りから田植え、稲刈り、籾

も み

す
りなど、米作りを講習を交えなが
ら体験します〈日時〉４月６日（土）午
前９時～、５月３日（金・祝）午前９
時～（雨天順延）※６～ 11月の日
程は後日連絡。月１・２回の作業
を予定〈集合場所〉取手おもしろコ
ラボレーション（桑原6-3）〈定員〉先
着20人〈参加費〉1回1,000円（作業
代など）※別途初回3,000円。小学
生以下は無料〈申込〉電話かメール

（toridekuwabara@gmail.com）で 
 まちなかコーディネーター・ト

リアウテ　島田　☎８６－６２６５

清水公園の桜・
利根町の歴史ウオーク
◆清水公園の桜と醤油工場見学ウ
オーク〈期日・集合時間〉４月６日

（土）・午前８時40分※午後３時30
分ごろ現地解散◆利根町と我孫子
市布佐の歴史ウオーク〈期日・集合
時間〉４月26日（金）・午前７時※午
後１時ごろ取手駅解散■共通事項
〈集合場所〉取手駅西口ペデストリ
アンデッキ〈距離〉10km〈参加費〉
300円（保険・資料代）〈持ち物〉飲み
物、雨具、昼食〈参加〉直接集合場
所へ  取手市歩こう会　日野☎
７７－８８９１

スクエアダンス無料体験
〈期日・会場〉①４月３日（水）・相馬
南公民館②４月10日（水）・桜が丘
自治会館〈時間〉午後１時30分～３
時30分〈定員〉各先着20人〈持ち物〉
室内履き〈参加〉動きやすい服装で
直接会場へ  藤代南スクエアダン
スクラブ　吉田　☎８３－６４５０

ココロア健康体操・
バウンドテニス無料体験
初心者歓迎◆ココロア健康体操
〈日時〉４月１日・15日各月曜日の
午後１時～２時30分〈会場〉旧井野
小学校プレイルーム◆バウンドテ
ニス〈日時〉①４月３日・10日・17
日・24日各水曜日の午後１時～３
時②４月５日・12日・19日・26
日各金曜日の午前９時30分～ 11
時30分〈会場〉旧井野小学校体育
館■共通事項〈持ち物〉飲み物、室
内用運動靴〈参加〉運動のできる
服装で直接会場へ  NPO法人
東部わいわいスポーツクラブ　コ
コロア健康体操…宮﨑　☎０８０
－３０８４－０２９７、バウン
ドテニス…長谷川　☎０９０－
３６９６－５５２０

期日 白山地域子育て支援センター
☎７３－２２７７

戸
とがしら

頭地域子育て支援センター
☎７８－７２２３

藤代地域子育て支援センター
☎８３－８８３１

東部地域子育て支援センター
☎７２－３０３０

１日（月） プレママと０歳の時間 ２・３歳の時間、身体計測11:00～ プレママと０歳の時間 １歳の時間

２日（火） ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、
身体計測11:00 ～、14:00 ～ １歳の時間 ２・３歳の時間

３日（水） みんなの時間、リズム体操＆伝承遊び11:30～ みんなの時間 みんなの時間 みんなの時間

４日（木） １歳の時間
１歳の時間、
身体計測11:00 ～、14:00 ～ ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、身体計測

５日（金） みんなの時間 みんなの時間 みんなの時間、
おもちゃ病院～ 11:30 みんなの時間

８日（月） プレママと０歳の時間、身体計測11:00 ～ １歳の時間 ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間

９日（火） ２・３歳の時間、身体計測11:00～、14:00～ プレママと０歳の時間、
絵本の読み聞かせ11:30 ～ プレママと０歳の時間 １歳の時間、身体計測

10日（水） みんなの時間、リズム体操11:30 ～ みんなの時間 みんなの時間 みんなの時間、絵本の読み聞かせ11:40 ～

11日（木） １歳の時間、身体計測11:00～
読み聞かせ11:45～ ２・３歳の時間 １歳の時間、図書館絵本の紹介11:30 ～ ２・３歳の時間、身体計測

12日（金） みんなの時間 みんなの時間、
リズム体操・サーキットで遊ぼう11:30 ～ みんなの時間 みんなの時間、アスレチック11:30 ～

15日（月） ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、おもちゃ病院～11:30「英語の先生とあそぼう」11:15 ～ １歳の時間
16日（火） １歳の時間 ２・３歳の時間 ２・３歳の時間、リトミック11:15 ～ プレママと０歳の時間

17日（水） みんなの時間、リズム体操＆パラバルーン
11:30 ～ みんなの時間 みんなの時間、ツインズ集まれ！ みんなの時間、アスレチック11:30 ～

18日（木） プレママと０歳の時間、読み聞かせ11:45～ １歳の時間 プレママと０歳の時間 ２・３歳の時間
19日（金） おもちゃ病院～11:30 みんなの時間 みんなの時間 おもちゃ病院～ 11:30

22日（月） １歳の時間 プレママと０歳の時間、「赤ちゃんと楽しむ
触れ合い遊び」11:30 ～ １歳の時間、身体計測 ２・３歳の時間

23日（火） プレママと０歳の時間 ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、身体計測 １歳の時間

24日（水） みんなの時間、リズム体操11:30 ～ みんなの時間、
リズム体操・楽器で遊ぼう11:30 ～ みんなの時間 みんなの時間

25日（木） ２・３歳の時間 １歳の時間 ２・３歳の時間、身体計測 プレママと０歳の時間
26日（金） みんなの時間 みんなの時間 みんなの時間 みんなの時間、アスレチック11:30 ～

〈利用時間〉午前10時～正午、午後１時～４時（月～金曜日、祝日を除く）
◆表内は、午前中に行われる内容をお知らせしています。
◆おもちゃ病院…おもちゃドクターに壊れたおもちゃの修理を頼めます。
◆１日（月）の午後は会議のため、全ての支援センターがお休みします。

地域子育て支援センターイベント情報４月
〈午前の部〉水・金曜日の午前10時～正午
〈午後の部〉月～金曜日の午後１時～３時30分
〈個別相談〉月～金曜日の午後３時30分～４時

※電話可

就学前のお子さん、プレママの皆さんご利用ください

誕生会
19日（金）
午前

みんなの時間

「聴く力」を高めるヒントを学びます
〈日時〉３月30日（土）午前10時30分
～正午〈会場〉守谷市中央公民館（守
谷市百合ケ丘2-2540-1）〈講師〉半田
一郎（臨床心理士）〈定員〉先着40人
〈参加費〉無料〈申込〉電話  茨城
いのちの電話事務局　☎０２９－
８５２－８５０５（平日午前９時～午
後５時）

傾聴ミニ講座

大人の遠足ウオーク
◆谷中・七福神・東大食ウオーク〈期
日・集合時間〉３月29日（金）・午前
８時40分◆目黒不動・目黒寄生虫
館・大鳥神社ウオーク〈期日・集合
時間〉４月３日（水）・午前８時30分
■共通事項〈集合場所〉取手駅西口
改札前（午後３時ごろ現地解散）〈距
離〉約５km〈参加費〉500円（通信
費など）※交通費、保険など各自〈持
ち物〉保険証、雨具、飲み物〈参加〉
直接集合場所へ  健康のつどい
　佐藤　☎７４－１４５８

ふるさとコンサート
J

ジ ャ ズ

AZZ L
ラ イ ブ

IVE
〈日時〉４月７日（日）午後２時～４
時（開場午後１時30分）〈会場〉取手
ウェルネスプラザ〈曲目〉Ａ列車で行
こう、スターダストほか〈入場料〉一
般前売り2,500円（当日券は300円増
し）、学生1,000円※未就学児の膝
上鑑賞は無料。ただし、席が必要な
場合は学生料金〈申込〉電話  藤井
　☎０９０－４０９８－１３６９

祈りと感謝のコンサート
東日本大震災の被災地と取手をつ
なぐ音楽イベント〈日時〉３月30日

（土）午後１時～５時〈会場〉取手ウェ
ルネスプラザ〈出演〉鈴木ミチ、大内
あゆみ、福島はじめ、F

フ ク ミ ヤ

ukumiyA、
N

ナ オ

AO（F
フ ロ ム

romおと♪つむぎ）ほか
〈定員〉先着350人〈入場料〉無料※
午後０時30分から会場で整理券を
配布〈入場〉直接会場へ  東北を
繋
つ な

ぐ架け橋プロジェクトひだまり　 
☎０８０－５４７３－１２７９

ローンボウルズ無料体験会
〈日時〉①３月27日、４月24日各水
曜日の午前９時30分～正午②３月
29日、４月19日各金曜日の午前９
時30分～正午〈会場〉①藤代スポー
ツセンター②久賀公民館〈持ち物〉
上履き〈参加〉運動のできる服装で
直接会場へ  1

いちろく

6創年の会　中山
☎８３－５４９２

合気道体験会
年齢・性別に応じて無理なく稽古を
体験できます〈期日〉３月24日・31
日各日曜日の午前７時～８時30分
〈会場〉藤代武道場内柔道場〈対象〉
小学１年生～中学生※親子での参加
も可〈参加費〉無料〈参加〉運動ので
きる服装（長ズボン）で直接集合場所
へ  取手市合気道スポーツ少年団 
小
こ な が や

長谷　☎０９０－６４２４－
８４３３




