
問い合わせ先が内線の場合は市役所代表 ☎0297－74－2141 へ ( 平日午前８時30分～午後５時15分 )

農家と一緒に田植え体験
手植えで体験します  5月3日（金・
祝）午前９時～午後２時（雨天順延） 
 取手おもしろコラボレーション

（桑原6-3）集合  1,000円（作業代
など）※軽食付き。中学生以下は無
料  電話かメール（infotoriaute@
gmail.com）で  まちなかコーディ
ネーター・トリアウテ　島田　☎
８６－６２６５

与野のバラ園・
さいたま副都心ウオーク
 5月11日（土）午前7時30分集合※

午後３時30分ごろ現地解散  取
手駅西口ペデストリアンデッキ集合 
 さいたま新都心、芸術劇場と与

野のバラ園散策（約10km）  300
円（保険・資料代）  飲み物、雨具、
昼食  取手市歩こう会　日野　☎
７７－８８９１

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６月１日号が
４月26日（金）までです。６月15
日号が５月15日（水）までです。
＝日時、 ＝会場、 ＝内容、
＝講師、 ＝対象、 ＝定員、
＝参加費、 ＝持ち物、 ＝

申込、 ＝締切、 ＝問い合わせ
※ が無いものは無料、  が無
いものは直接会場・集合場所へ

ローンボウルズ
無料体験会

カーリングとボウリングをミック
スした球技  ①５月22日（水）②
５月24日（金）の午前９時30分～
正午  ①藤代スポーツセンター
②久賀公民館  運動のできる服
装、室内用運動靴  １

いちろく
６創年の

会　中山　☎８３－５４９２

ラージボール卓球・ココロア
健康体操無料体験

初心者歓迎◆ラージボール卓球  
 5月6日・13日・20日・27日

各月曜日、５月１日・８日・15日・
22日・29日各水曜日の午前9時
30分～ 11時30分  旧井野小学
校体育館◆ココロア健康体操  
5月6日・20日各月曜日の午後１
時～２時30分  旧井野小学校プ
レイルーム■共通事項  室内用
運動靴、飲み物※運動のできる服
着用  NPO法人東部わいわい
スポーツクラブ　ラージボール卓
球…宮本　☎７２－９１６８、コ
コロア健康体操…宮﨑　☎０８０
－３０８４－０２９７

親と子の
よい歯のコンクール
平成25年４月２日～ 28年４月

１日生まれ（未就学児）の子と母か
父で、共に歯が健康な方※喫煙習
慣のある親や、本コンクールで入
賞歴のある方は対象外◎入賞者は
11月17日（日）に開催予定の県民
歯科保健大会で表彰されます 
はがきに郵便番号、住所、親子の
氏名、ふりがな、生年月日、電話
番号、かかりつけ（最寄り）の歯
科医院名（電話番号）を記入の上、
〒310-0911水戸市見和2-292-1
茨城県歯科医師会8020事業係
宛※ファクス０２９－２５３－
１０７５でも申込可  ６月28日
（金）必着  茨城県歯科医師会　
☎０２９－２５２－２５６１

県南地域
医療懇話会学習会

 ６月16日（日）午後２時～４時  
国立病院機構霞ヶ浦医療センター
（土浦市）  ひきこもりの理解と支
援 斎藤環

たまき

氏（筑波大学医学医療
系　社会精神保健学教授）  無料
※駐車料金100円   県南地域医療
懇話会☎０２９－８２３－７９３０

 （公財）取手市文化事業団　☎７３－３２５１
取手市文化事業団イベント情報
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子育て支援関連施設イベント情報

　保育士による子育て相談もできます。親子で遊びに来てください。
 午前10時～午後６時（７日（火）、13日・20日・27日各月曜日は休業）
 生後６カ月～小学生※要保護者同伴
 １時間100円、１日フリーパス 300 円※土日祝日は１時間のみの入場

券販売、混雑時の時間延長はご遠慮ください
 取手ウェルネスプラザ　☎７１－２１２２

取手ウェルネスプラザ３階　キッズプレイルーム

５月

　就学前のお子さん、プレママ・プレパパの皆さんご利用ください。
 午前10時～正午、午後１時～４時（祝日を除く月～金曜日）

◆個別相談…月～金曜日の午後 3時 30分～４時※電話可
◆みんなの時間…〈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
 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

地域子育て支援センター

内容 白山 戸頭 藤代 東部

出張育児相談 13日（月） 23日（木） 30日（木）  －

絵本の読み聞かせ
９日（木）
・16日（木）
11：45～

14日（火）
11：30～ － ８日（水）

11:40 ～

おもちゃ病院　～ 11:30 17日（金） 20日（月） 10日（金） 17日（金）

※ 31日（金）の午後は全ての支援センターがお休みとなります

詳しいイベント情報
はこちらから

誕生会
24日（金）午前

〈日時〉４月27日（土）
午前10時～午後４時※荒天中止
〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈内容〉屋外▼ファッション（帽子、
バッグ、アメリカ古着など）▼フラ
ワー（ドライフラワー、ガーランド
など）▼ハンドメイド商品（アクセ
サリー、小物など）▼飲食（ハンバ
ーガー、ルーロー飯

ハン
など）▼菓子・

パン・調味料▼ワークショップ（似
顔絵、ネイルなど）
屋内▼ハンドメイド商品（石けん、
ハーバリウムなど）▼ワークショッ
プ（アロマグッズ作成など）

取手ウェルネスプラザ

m
マ ル シ ェ

arché TORIDE
　こだわりの30店舗が勢ぞろい！個性あふれるキッチンカー
も出店。新たな発見がきっとあります。

 取手ウェルネスプラザ　☎７１－２１２２

こだわりをギュッと
詰め込みました！

期日 時間 内容

１日（水・祝）～３日（金・祝） 終日 さかなつりをしよう！

８日 （水）・28日 （火） 終日 おたのしみ制作※限定 10人

17日 （金） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

23日 （木） 11:00 ～ 11:20 誕生会

31日 （金） 10:00 ～ 12:00 身体計測

　美しい影絵が生み出す、カラフ
ルで楽しさいっぱいのステージ！
　劇団かかし座が贈る、大迫力の
影絵の世界をお楽しみください。

〈日時〉８月４日（日）
午後２時～（開場午後１時30分） 
〈会場〉取手市民会館
〈入場料〉一般 2,200 円、小学生
以下 1,200 円※３歳未満のお子様
は膝上鑑賞に限り無料。友の会会
員は 200 円引き
〈申込〉電話か文化事業団窓口で
４月 25 日（木）午前 10 時～※
友の会会員は 17日（水）午前 10
時～
◎申し込み初日は電話予約のみ座
席の指定は不可

影絵ミュージカル「オズの魔法使い」

〈会費〉年額一口 2,000 円（入会
月～翌年同月末日）※一口で優
先予約優待割引は４枚まで
〈特典〉 ①自主文化事業の優先販
売（一般の 1週間前）②自主文
化事業の優待割引（10%以内）
③一部貸館事業の割引（10%以
内） ④自主文化事業を事前にお知

らせ⑤会員様限定バスツアー（5
月 8 日（水）豊洲市場見学と東
京スカイツリーの 1日、7月 24
日（水）劇団四季ミュージカル
C
キ ャ ッ ツ
ATS バスツアーなど）⑥パン
ダカフェご飲食５%o

オ フ
ff

◎ポイントカードもあります。
詳しくはお問い合わせを

■友の会に入会しませんか


