
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 )

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３月１日号が
１月29日（水）まで、３月15日号
が２月14日（金）までです

＝市制50周年記念、 ＝日時、
＝会場、 ＝内容、 ＝講師、
＝対象、 ＝定員、 ＝参加費、
＝持ち物、 ＝申込、 ＝締切・

申込期間、 ＝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

笑いヨガ体験会
 ２月６日・20日各木曜日の午

前10時30分 ～ 11時30分  ス
タジオ505（リボンとりで５階） 

 500円  飲み物※動きやす
い服着用  京泉　☎０９０－
７４２５－３９０１

ふれあいパーティー
 ２月23日（日・祝）正午から（受

付午前11時30分）  取手駅東口
徒歩２分の飲食店（駐車場はあり
ません）  40歳以下の男女  
男 女 各 先 着15人  男 性4,000
円、女性2,000円※２月20日（木）
以降キャンセル料全額  電話
で下記か市産業振興課（☎内線
１４４３）へ  ２月19日（水）  
茨城県マリッジサポーター　阿部
　☎７８－１４０５

クロマティック 
ハーモニカ演奏会

 １月26日（日）午後１時30分～
４時45分（開場午後１時）  福祉
会館（市民会館隣）  世界で活躍
する演奏家・和

わ た に

谷泰
や す お

扶氏とその
生徒が演奏。曲目：虹と雪のバ
ラード、情熱大陸、主よ人の望
みの喜びよ　ほか  先着100人 

 砂川　☎０９０－３０４６－
０３１７

ギターウインター
コンサート

 ２月２日（日）午後１時～４時
30分予定（開場午後０時30分）  
取手ウェルネスプラザ  クラ
シック・ポピュラー・ラテン音
楽  取手ギターサークルあすな
ろ　山﨑　☎０８０－１１６６－
４６４７

北総花の丘・つくばの 
公園と J

ジ ャ ク サ

AXA ウオーク
◆北総花の丘公園ウオーク  ２
月１日(土)午前８時  千葉県立
北総花の丘公園と印西市の里山を
散策（約10km）◆つくばの公園と
JAXA見学ウオーク  ２月15日
(土)午前７時50分  つくば市の
公園の散策とJAXA（筑波宇宙セ
ンター）の見学（約10km） ■共通
事項  取手駅西口ペデストリア
ンデッキ集合※小雨決行。午後３
時ごろ現地解散  300円（保険・
資料代）※交通費別途  飲み物、
雨具、昼食  取手市歩こう会　
日野　☎７７－８８９１

バレンタインデーの
チョコレート作り

 １月26日（日）午前10時～正午 
 福祉会館（市民会館隣）  プ

レゼント用のチョコレートを作
り、ラッピングも覚えます   小
学生の女子※ガールスカウト入団
希望者は保護者同伴  先着30人 

 100円（材料費）  エプロン、
三角巾、手拭きタオル  ガール
スカウト茨城県第19団　間宮　
☎７３－１８３２

グラウンドゴルフ・ココ
ロア健康体操無料体験

初心者歓迎◆グラウンドゴルフ  
２月３日・10日・17日・24日各月
曜日、２月７日・14日・21日・28
日各金曜日の午前９時30分～ 11時
30分  旧井野小学校校庭◆ココ
ロア健康体操  ２月３日・17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　グ
ラウンドゴルフ…南　☎０９０－
２６４０－３７３３、ココロア健康
体操…宮﨑　☎０８０－３０８４
－０２９７

がんサロンとりで
がんになった方、家族の方や遺族
の方、心を寄せたい方でお話しし
ませんか  サロン：２月13日

（木）午後１時～４時、サロンを支
えるための勉強会：２月27日（木）
午後１時～４時  市民活動支援
センター（藤代庁舎内）  がん
サロンとりで　田中　☎７８－
２５３８

講演会
「藤代の歴史を知ろう」

 ２月18日（火）午前９時30分～
11時30分  藤代公民館  藤代
の歴史と人々の暮らしを学ぶ  
近江礼子氏（市文化財保護審議会
委員）  藤代公民館利用者の会
　真船　☎８３－２７８１

パドルテニス体験教室
 ２月２日・９日・16日・23日

各日曜日の午後２時～４時  宮
和田小学校体育館  初心者、テ
ニス経験者  各回300円  室
内用運動靴、飲み物※運動のでき
る服着用  パドルテニス同好会
伊藤　☎７３－１６１３

革でお散歩ポシェットを
作ろう

 ２月５日（水）午後１時～３時
30分  戸

と が し ら

頭公民館  縦23cm
橫17cmのぺったんこバッグを
手縫いで作ります。革は５色の
中から選べます  先着10人  
800円（材料費）  電話  戸頭
革工芸クラブ　中村　☎７８－
３５４７

日韓学習会
 ２月１日、15日各土曜日の午

後１時30分～３時30分  戸
と が し ら

頭
公民館  演題：「仲良くしたい！
だってお隣の国だもの…」  山
本茂氏（元茗

め い け い

渓学園中学校高等学
校教師）  先着50人  各回300
円（資料代）  雫の会　森下　☎
７８－５４９２

メディカルアロマで
家族の健康管理

 ２月14日（金）午後１時30分
～４時20分  ゆうあいプラザ 

 吉田晶
あ き か ず

一（日本メディカルア
ロマテラピー協会会長）  小学
生以上  先着25人  1,500円

（テキスト代・材料費）  筆記用
具  電話かメール（hirotaya@
gmail.com）  ２月12日（水）  
NPO法人日本メディカルアロマ
テラピー協会　田谷　☎０９０－
２４８０－３２１９

　市内各公民館では、２月から３月にかけて公民館まつりを行います。なお、公民
館まつり期間中はまつり以外の利用はできませんので、ご了承ください。

会場・電話番号 日時 内容

白山公民館
☎７３－１７２７

２月１日（土）10:00～16:00 芸能発表会、作品展示
２日のみ…模擬店２月２日（日）10:00～15:00

ゆうあいプラザ
☎７３－５６７１

２月１日（土）10:00～15:00 作品展示、デモンストレーシ
ョン（硬式卓球・ラージ卓球）、
模擬店２月２日（日）10:00～15:00

小
お も ん ま

文間公民館
☎７４－７０３５

２月８日（土）10:00～16:00 作品展示、模擬店
８日午後のみ…カラオケ大会
９日のみ…芸能発表会２月９日（日）10:00～15:00

高須公民館
☎８３－１４９９

２月８日（土）12:00～16:00 高須地区の小学生の絵画・手
工芸品などの作品展示
９日のみ…カレーライスほか２月９日（日） 9:00～14:00

公民館・ゆうあいプラザまつり
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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（３日・10日・17日・25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。市外利用者は割り増し
 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
２月

期日 時間 内容
２日（日） 10:30～、15:00 ～ みんなで豆まきをしよう！
４日（火） 随時 ハイハイレース
７日（金） 11:00 ～ 読み聞かせ
13日（木） 11:00 ～ 誕生会
21日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定
22日（土） 10:00 ～ 15:00 けんこうまつり　ねこちゃんを探せ

26 日（水）～ 29 日（土） 終日 おひなさまをつくろう！ 26 ～ 28
日限定 10 人、29 日限定 20 人

　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）

◆子育てコーディネーターによる個別無料相談…月～金曜日の午後3時30分
～４時※電話可。予約の方優先
◆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
　 井野なないろ地域子育て支援センター　☎８５－２５２５

地域子育て支援センター

白山 戸頭 藤代 井野なないろ
３日（月）
白山保育所の豆まき
に参加しよう

３日（月）
戸頭北保育所の豆
まきに参加しよう

３日（月）
支援センターで豆
まきしよう

３日（月）
豆まき集会

各施設で節分の豆まきに参加しよう！事前に各センターで申し込みが必要です（藤代は
申し込み不要）。※26日（水）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
21日（金）午前


