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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
への投稿期間は広報２月15日号が１
月15日(火)まで、３月１日号が１月
29日(火）までです

◆サイエンス倶
ク ラ ブ

楽部〈期日〉１月
20日（日）〈会場〉NPO法人次世
代教育センター（下高井1271）

〈内容〉温かカイロ作り〈参加費〉
1,000円（教材費含む）◆おもしろ
英語〈期日〉１月27日（日）〈会場〉
みどりが丘幼稚園（本郷4-10-7）

〈内容〉新年の遊びを英語で学ぶ
〈参加費〉1,300円（教材費含む）
■共通事項〈時間〉午前10時～正
午〈対象〉４歳～小学生〈定員〉各先
着25人〈申込〉氏名、 学年、学校名、
連絡先、希望講座名を電子メール

（npojisedai@gmail.com）または
ファクス（FAX７２－７７２０）で 

 NPO法人次世代教育センター
　☎０９０－３１３７－５５１１  

子供教室

◆ 市 民 映 画 会〈 期 日 〉１ 月13日
（日）〈内容〉「ロイドの活動狂」◆
ビデオ公開講座〈期日〉１月11日・
25日各金曜日〈内容〉「世界遺産自
然遺産①ヨーロッパ♯-１」・「世
界遺産自然遺産①ヨーロッパ♯-
２」■共通事項〈時間〉午後２時～
４時〈会場〉ふじしろ図書館〈入場
料〉無料〈入場〉直接会場へ  ふ
じしろ図書館ボランティア「コス
モいいんかい」　森　☎８３－
１１５８

市民映画会・
ビデオ公開講座

〈利用時間〉午前 10 時～午後６時（１～３・７・15・21・28日は休業）
〈対象〉生後６カ月～小学生※要保護者同伴
〈利用料金〉１時間 100 円、１日フリーパス 300 円

 取手ウェルネスプラザ　☎７１－２１２２

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。

期日 時間 内容
８日（火） 15:00 ～ 15:20 かるたであそぼう！

12日（土） 随時 たこあげのたこをつくろう！
（先着30人）

16日（水）～18日（金） 随時 ハイハイレース
22日（火） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ
24日（木） 11:00 ～ 11:20 誕生会
30日（水） 10:00 ～ 12:00 身体測定

１月

がんになった方、家族や遺族の方、
心を寄せたい方で話をしてみませ
んか◆がんサロンとりで〈期日〉１
月10日、２月14日各木曜日◆サ
ロンを支えるための勉強会〈期日〉
１ 月24日、２ 月28日 各 木 曜 日
■共通事項〈時間〉午後１時～４時

〈会場〉市民活動支援センター（藤
代庁舎内）〈参加費〉無料〈参加〉直
接会場へ  がんサロンとりで　
田中　☎７８－２５３８

がんサロンとりで

取手ウェルネスプラザ
料理教室

◆ブリの簡単照り焼き
〈期日〉１月19日（土）
〈メニュー〉ブリのアンズ照り焼
き、もちもち豆腐、大根と油揚げ
の味噌汁、イチゴ大福
◆韓国のり巻き（キンパ）

〈期日〉１月26日（土）
〈メニュー〉キンパ、サムゲタン、
チヂミ

■共通事項
〈時間〉午前10時～午後１時
〈参加費〉800円
〈定員〉各先着12人
〈持ち物〉エプロン、三角巾、手拭
きタオル

〈申込〉電話か総合受付で
※１月５日（土）午前10時～

 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イベント情報

◆いきいき健康体操
〈日時〉１月 22 日～３月 19 日の
毎週火曜日（２月 12 日を除く）
午後２時 10 分～３時

〈内容〉転倒防止に必要なトレー
ニング・ストレッチなど
◆いきいき水泳

〈日時〉１月 23 日～３月 13 日の
毎週水曜日午後２時～２時 50 分

〈内容〉水中ウオーキング、スト
レッチ、クロール・背泳ぎの泳法
レッスン
◆いきいき筋力アップ体操

〈日時〉１月 24 日～３月 14 日の
毎週木曜日午後２時 10 分～３時

〈内容〉元気で活力的な日常生活を
過ごすための簡単な筋力トレーニ
ングなど
◆いきいき水中ウオーキング

〈日時〉１月 25 日～３月 15 日の
毎週金曜日午後２時～２時 50 分

〈内容〉水中ウオーキング、水の力
を利用した筋力トレーニングなど
◆いきいきもっと筋力アップ体操

〈日時〉１月 25 日～３月 15 日の

毎週金曜日午後２時 10 分～３時
〈内容〉積極的に筋力アップに取
り組む方向けの道具を使ったト
レーニング

【共通事項】
〈会場〉取手グリーンスポーツセンター
〈対象〉65 歳以上
〈参加費〉各3,080円（全８回）
〈申込〉往復はがきの往信裏面に①
教室名②曜日・時間③氏名（ふり
がな）④生年月日・年齢・性別⑤
住所⑥電話番号⑦水泳の場合は現
在の泳力を、返信表面に自分の宛
名を明記し、〒302-0032 取手市
野々井1299取手グリーンスポー
ツセンター「教室担当」宛て郵送。
または、総合受付に通常はがきを
持参し、直接申し込み。
※各教室１通。結果は１月16日

（水）以降に郵送で通知。応募少数
の場合、中止の可能性あり

〈締切〉１月15日（火）必着
 取手グリーンスポーツセンター

　☎７８－９０９０

65歳からの「いきいき教室」
参加募集

平成 30年分
公的年金等の源泉徴収票が
発送されます

■１月中旬から下旬に発送
　公的年金受給者には、日本年
金機構から源泉徴収票（平成30年
分）が順次発送予定です。
■申告には源泉徴収票が必要です
　国民年金・厚生年金などの公的
年金は、所得税法上の雑所得（課
税対象）となります。源泉徴収票
は、所得税や復興特別所得税の確
定申告の添付書類として必要で
す。大切に保管してください。
■再発行について
　源泉徴収票が届かない場合や紛
失された場合は、右記「ねんきん
ダイヤル」に問い合わせすること

で再交付が可能です。再交付には
約２週間かかりますので、余裕を
持って連絡してください。
　その他の公的年金等の源泉徴収
票に関する内容は、土浦年金事務
所へお問い合わせください。
※障害年金や遺族年金は非課税の
ため、障害年金や遺族年金を受け
ている方には、源泉徴収票は発行
されません

 ね ん き ん ダ イ ヤ ル　 ☎
０５７０－０５－１１６５、土浦
年金事務所　☎０２９－８２５－
１１７０

■トップページ
　市内の高校生や子育て世代のお
母さんとお子さんなど多くの市民
の皆さんに登場いただき、取手で
の暮らしがイメージできるような、
親しみを感じてもらえるサイトを
目指しました。
■PR動画・投稿
　これまでの、絶妙法師が登場す
るPR動画や、市民の皆さんからの

投稿写真・動画が見られるだけで
なく、幅広い市の魅力情報のほか、
サイト内のどこかに取手の雑学情
報も掲載されています。
　ぜひ、ご覧いただき、ご自分の
市内お気に入りスポットなどをご
投稿ください。

 魅 力 と り で 発 信 課　 ☎ 内 線
１１９１

　このたび、シティプロモーションサイト「ほどよく絶妙とりで」をリニ
ューアルしました。新しいサイトでは皆さんが「取手の魅力」を発信でき
る投稿機能はそのままに、ビジュアルを大幅に変更し、市の施策や取手
の魅力情報を全面に打ち出しています。

取手の魅力的な情報が盛りだくさん！
シティプロモーションサイト
「ほどよく絶妙とりで」リニューアル




