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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３月１日号
が１月29日(火）まで、３月15日号が
２月14日（木）までです
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社交ダンスパーティー
〈日時〉１月27日（日）午後１時30
分～４時30分〈会場〉井野公民館
〈内容〉トライアル・ミキシング〈参
加費〉500円（飲み物付き）〈参加〉
直接会場へ  真珠の会　八木橋
　☎７３－５０３９

クロマティック
ハーモニカ演奏会

一本でさまざまな音を奏でるハー
モニカです。世界で活躍してい
る演奏家・和

わ た に
谷泰

や す お
扶氏とその生徒

が演奏〈日時〉１月27日（日）午後
１時30分～４時45分（開場午後１
時）〈会場〉福祉会館（市民会館隣）
〈曲目〉マイウェイ、小さな旅、私
のお気に入りほか〈定員〉先着100
人〈入場料〉無料〈入場〉直接会場へ 
 砂川　☎０９０－３０４６－

０３１７

プログラミング学習
に関する講演会

必修科目となるプログラミング
について学んでみませんか。海
外の事例も交えて分かりやすく
解説します〈日時〉２月２日（土）①
午後１時30分～２時30分、②３
時～４時〈会場〉取手ウェルネスプ
ラザ〈対象〉小学生以上〈定員〉各先
着30人〈参加費〉無料〈参加〉直接
会場へ  原　☎７３－０６０６
（午前９時～正午）

和太鼓コンサート
幼稚園児から60代までのメン
バーによる演奏〈日時〉２月11日
（月・祝）午後１時30分～（開場
午後１時）〈会場〉取手ウェルネス
プラザ〈入場料〉500円※大学生
以下無料〈入場〉直接会場へ  太
鼓の衆風

かざまい
舞　鈴木　☎０８０－

６５２６－２４９４

バドミントン無料体験
・ココロア健康体操

初心者歓迎◆バドミントン〈日
時〉２月２日・９日・16日・23
日各土曜日の午前９時～ 11時
〈会場〉旧井野小学校体育館〈持
ち物〉飲み物◆ココロア健康体
操〈日時〉２月４日・18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
〈持ち物〉飲み物、室内用運動靴
■共通事項〈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　
バドミントン…宗形　☎０８０
－６７６８－２３１４、ココロ
ア健康体操…宮﨑　☎０８０－
３０８４－０２９７

いきいきヘルス体操
簡単な運動で日常生活を快適に過
ごします〈日時〉２月８日（金）午前
10時30分～ 11時30分〈会場〉かた
らいの郷〈参加費〉無料〈参加〉運動
のできる服装で直接会場へ  東
部地区民生委員児童委員協議会　
安達　☎７２－９８００

かるた、お手玉、福笑い、おはじ
きなどで遊びます。抹茶とお菓子
が出ます〈日時〉１月27日（日）午
前10時～ 11時30分〈会場〉福祉会
館（市民会館隣）〈対象〉年長～小
学生の女の子（未就学児・入団希
望者は保護者同伴）〈参加費〉100
円（茶菓代）〈参加〉直接会場へ  
ガールスカウト茨城県第19団　
間宮　☎７３－１８３２

ガールスカウトと
正月遊び・お茶会

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（金） みんなの時間、保育所で節分体験 「戸頭北保育所の豆まきに参加しよう」（申込）「中央保育所の豆まきに参加しよう」（申込） みんなの時間、「吉田保育所の豆まき集会」
（申込）１歳10カ月以降の30組 10:00 ～

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

消費生活センターミニ講座「知って得する！
フリマアプリのトラブル回避術」 11:30 ～ １歳の時間、身体計測

５日（火） プレママと０歳の時間、身体計測 11:00 ～ ２・３歳の時間、身体計測 11:00～・14:00～ １歳の時間 保育所栄養士の食育講座「子供の食生活のワ
ンポイントアドバイス」10:30 ～（申込）

６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 みんなの時間、アスレチック・リズム体操 
11:30 ～

７日（木） １歳の時間、身体計測 11:00～・14:00～ １歳の時間、身体計測 11:00～・14:00～ プレママと０歳の時間 ２・３歳サイコロパズルを作ろう（申込15組）

８日（金） 簡単ヨガ＆バレエストレッチ（申込15組） 
10:30 ～

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、おもちゃ病院 ～ 11:30 子育て支援講座同窓会開催のため午前は休み

12日（火） ２・３歳の時間、交通安全教室 10:30 ～ １歳の時間、絵本の読み聞かせ 11:30 ～ ２・３歳の時間、リトミック 11:15 ～ プレママと０歳の時間、身体計測

13日（水） みんなの時間、リズム体操 11:30 ～
みんなの時間、お別れ制作～大きくなった
ね～（申込、31年度から入園・引っ越しを
する子供による記念制作）

みんなの時間、ツインズ集まれ！ みんなの時間、絵本の読み聞かせ 11:40 ～

14日（木） プレママと０歳の時間、読み聞かせ 11:45～ ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、図書館絵本の紹介 
11:30～ １歳の時間

15日（金） みんなの時間、おもちゃ病院 ～ 11:30 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

18日（月） 保健センター出張育児相談＆身体計測、ミニ講座「言葉を促す関わり方」 10:30～ １歳の時間、おもちゃ病院 ～ 11:30 「こすずめの会」（大型絵本の読み聞かせな
ど） 11:15 ～ プレママと０歳の時間

19日（火） 木のおもちゃ（申込20組） 10:30 ～ プレママと０歳の時間 ２・３歳の時間 １歳サイコロパズルを作ろう（申込15組）

20日（水） みんなの時間、リズム体操・新聞紙で遊ぼう 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、アスレチック・リズム体操 

11:30 ～

21日（木） １歳の時間、読み聞かせ 11:45 ～ 保健センター出張育児相談＆身体計測、ミ
ニ講座「卒乳について」 10:30 ～ １歳の時間 ２・３歳の時間、身体計測

25日（月） プレママと０歳の時間 １歳の時間 ２・３歳の時間、身体計測 １歳の時間

26日（火） １歳の時間 ２・３歳の時間、リズム体操・集団遊び 
11:30～ プレママと０歳の時間、身体計測 ２・３歳の時間

27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、アスレチック・リズム体操 
11:30 ～

28日（木） ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間 １歳の時間、身体計測 プレママと０歳の時間

〈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。

地域子育て支援センターイベント情報２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
15日（金）
午前

みんなの時間

※２月14日（木）の午後は、全ての支援センターがお休みになります

大人の遠足ウオーク
◆中山法華経寺・両国国技館・神
田明神ウオーク〈期日〉１月25日
（金）〈内容〉さざれ石などの見学、
明治大学学食で昼食（約５km）◆
西新井大師・豊川稲荷・憲政記念
館ウオーク〈期日〉２月５日（火）
〈内容〉観光や国会食堂での食事
（約５km）■共通事項〈集合時間〉
午前８時40分〈集合場所〉取手駅
西口改札前（午後３時ごろ現地解
散）〈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

仙台堀川公園と砂町銀座
ウオーク

〈期日〉２月２日（土）※小雨決行
〈集合時間・場所〉午前８時・取
手駅西口ペデストリアンデッキ
〈内容〉荒川と旧中川に囲まれた公
園、仙台堀川、砂町銀座を散策（約
11km。午後３時30分ごろ現地解
散）〈参加費〉300円（保険・資料
代。交通費別途）〈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

どうなるこれからの日本
～ニュースの目　報道キャスターの裏側～

取手市商工会
新春講演会

　宮川俊二氏が報道キャスターとして培った経験を基に、これからの
ニュースをどう読み解くべきかニュースの裏側についてお話しします。
〈日時〉１月24日（木）午後３時～４時30分
〈会場〉取手市商工会（取手2-14-23）※駐車場がな
いため、公共交通機関をご利用ください
〈講師〉宮川俊二氏（フリーアナウンサー）
〈定員〉先着80人
〈参加費〉無料
〈申込〉受講される方の住所、氏名、連絡先を電話で
〈締切〉１月22日（火）
 取手市商工会　☎７３－１３６５


