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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15日号が２月
14日(木）まで、４月１日号が３月１
日(金）までです

笑いによるストレス発散、健康
増進のエクササイズです〈日時〉
２ 月17日（ 日 ）午 前10時 ～ 11時
〈会場〉ゆうあいプラザ〈定員〉先
着10人〈 参 加 費 〉500円（ 会 場
代）〈持ち物〉飲み物〈申込〉メール

（mmm9895kkk@yahoo.co.jp）
か電話〈締切〉２月16日（土）◎当
日は動きやすい服装で参加を  
取手ラフタークラブ　山田　☎
０８０－５６５０－０５７５

ラフターヨガ（笑いヨガ）
体験会

〈日時〉２月20日（水）午後６時30
分～８時30分〈内容〉アーティス
トとして活動する方に役立つ、会
計・確定申告の実践的な知識〈講
師〉山内真理氏（公認会計士山内
真理事務所代表・A
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共同代表）〈定員〉先着40人〈参加
費〉無料〈会場〉取手ウェルネスプ
ラザ〈申込〉取手アートプロジェ
クトホームページ内専用フォー
ム（https://toride-ap.gr. jp/
support2018）で  NPO法人取
手アートプロジェクトオフィス　
☎８４－１８７４（電話は火・金
曜日の午後１時～５時）

アーティストのための
会計講座

◆ビデオ公開講座〈期日〉２月８日
（金）〈内容〉「秋山好

よしふる
古の晩年」◆市

民映画会〈期日〉２月10日（日）〈内
容〉「巨大戦艦大和（前）」■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

ビデオ公開講座・
市民映画会

裏磐梯（福島県）でスキーを楽しむ
１泊２日のバスツアー。◎旅行
業者に委託するツアーです〈日時〉
３月２日（土）～３日（日）〈集合時
間・場所〉２日（土）午前６時・取
手グリーンスポーツセンター東駐
車場〈宿泊〉裏磐梯レイクリゾート
〈対象〉どなたでも※小学生以下
は保護者同伴〈定員〉先着35人〈参
加費〉小学生以下2万2,000円、中
学生以上2万8,000円（交通費、保
険代、リフト代、宿泊費込み）※
レンタル料金は別途必要〈申込〉電
話〈締切〉２月13日（水）  取手市
スキークラブ　佐藤　☎０９０－
９８３８－１０１３

裏磐
ば ん だ い

梯スキーツアー

〈日時〉２月９日（土）午後１時～３
時30分〈会場〉福祉会館（市民会館
隣）〈内容〉絵本の読み聞かせ、パ
ネルシアター、手袋人形、折り紙
工作（紙ひこうき作り）など〈参加
費〉無料  とりで・子どもの本
の会　菅原　☎７４－６７２１

冬のぽかぽかおはなし会

〈日時〉３月３日（日）午後０時30分
～（受付正午）〈会場〉取手駅東口
徒歩２分のイタリア料理店（駐車
場なし、詳細はお問い合わせくだ
さい）〈対象〉40歳以下の独身の方
〈定員〉男女共に先着15人〈参加費〉
男性4,000円、女性2,000円※２月
28日以降キャンセル料全額〈申込〉
電話〈締切〉２月15日（金）  茨城
県マリッジサポーター　阿部　☎
７８－１４０５

ふれあいパーティー
参加者募集

生涯にわたってボウリングを楽
しみませんか。卒業生にはマイ
シューズをプレゼント〈コース〉
①２月18日～３月25日の毎週月
曜日午後７時30分～ 10時②２月
19日～３月26日の毎週火曜日午
前10時30分～午後１時〈会場〉フ
ジ取手ボウル（寺田4988）〈定員〉各
コース先着20人〈参加費〉3,000
円（６回分、教材費・貸靴・ゲーム
代込）〈申込〉フジ取手ボウル（☎
７３－２０３１）へ電話〈締切〉各
回初日当日  取手市ボウリング
連盟　青木　☎０９０－２２３５－
２９２６

健康ボウリング教室

生徒の力作を展示します。季節の
花々を楽しみましょう〈日時〉２月
16日（土）・17日（日）午前10時～
午後５時〈会場〉取手ウェルネスプ
ラザ  華道家元池

いけのぼう
坊茨城県南

支部　山口　☎０２９７－４６－
０３７４

華道作品展
〈日時〉２月16日（土）午後１時30分
～３時〈会場〉福祉交流センター（市
役所敷地内）〈演題〉障害者雇用に取
り組む企業の配慮と工夫◎手話通
訳あり〈講師〉竹内稔

としたか
貴氏（グリービ

ジネスオペレーションズ株式会社 
経営企画室副室長）  とりで障害
者協働支援ネットワーク　石塚　
☎兼FAX７８－１３４４

障害者の就労講演会

冬の乾燥対策など、メディカル
アロマでできることを学びません
か〈日時〉２月20日（水）午後１時
30分～４時30分（開場午後１時15
分）〈会場〉取手グリーンスポーツ
センター〈講師〉吉田晶

あきかず
一氏（日本

メディカルアロマテラピー協会会
長）〈定員〉先着50人〈参加費〉1,000
円（ お 土 産 付 き ）〈申込〉メ ー ル

（hirotaya@gmail.com）で〈締切〉
２月19日（火）  田谷　☎０９０
－２４８０－３２１９

メディカルアロマ
フェスタ in 取手

障害がある人もない人も、共に楽
しみましょう〈日時〉２月24日（日）
午後１時30分～４時〈会場〉福祉交
流センター（市役所敷地内）〈内容〉
ボッチャ（パラリンピック正式
種目）、スポーツ吹き矢、輪投げ
〈参加費〉200円（保険代）〈持ち物〉
飲み物〈参加〉直接会場へ  チャ
レンジの広場　勝山　☎０９０－
１８８４－３１１２

スポーツ交流会

〈利用時間〉午前 10 時～午後６時（４・12・18・25 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
◎２月13日（水）は取手市民無料開放デー！
　１人につき１時間、無料開放します。当日は免許証などの住所が確認できる
ものを持参してください。※市外の方は通常チケットを購入してください。当
日は１時間チケットのみの販売となります〈対象〉市内在住・在勤・在学の方

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

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

３日（日） 11:00 ～ 11:15
15:15 ～ 15:30 みんなで豆まきしよう！

５日（火） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ
８日（金）～ 11日（月・祝） 終日 さかなつりをしよう！

13日（水）～17日（日） 終日 おひなさまをつくろう！※平
日限定10人、土日限定20人

21日（木） 11:00 ～ 11:20 誕生会
27日（水） 10:00 ～ 12:00 身体測定

２月
　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。前号に
続き順次ご案内します。なお、公民館まつり期間中は一般利用はできませんので、
ご了承ください。

公民館・ゆうあいプラザ館まつり

会場・電話番号 日時（２月） 内容

六郷公民館
☎８３－１４７２ ９日（土）10：00～15:00

作品展示、模擬店、喫茶室、
サークル発表、六郷小学校児
童作品展示

小
お も ん ま
文間公民館

☎７４－７０３５
16日（土） ９：30～16：00 作品展示、模擬店

16 日…カラオケ大会
17 日…芸能発表会17日（日） ９：30～15：00

相馬南公民館
☎８３－６８７０ 17日（日） ９：00～15 :00 作品展示、模擬店、芸能発表

（歌謡曲・民謡・踊りなど）
白山公民館
☎７３－１７２７

９日（土）10：00～15：00 芸能発表会、作品展示
10 日…模擬店10日（日）10：00～16：00

ゆうあいプラザ
☎７３－５６７１

９日（土）10：00～15：00 卓球のデモンストレーション、
作品展示(絵手紙）、模擬店10日（日）10：00～15：00

◆多文化共生講演会〈日時〉２月
10日（日）午後１時30分～３時(開
場午後１時）〈会場〉取手ウェルネ
スプラザ〈内容〉日本人と外国人が
仲良く暮らせる社会の実現につ
いて〈講師〉土井佳彦氏（NPO法人
多文化共生リソースセンター東海
代表理事）〈定員〉先着300人〈入場
料〉無料〈入場〉直接会場へ◆ウズ
ベキスタン料理〈期日〉２月17日

（日）〈時間・内容〉①午前10時～
午後３時・調理、食事、お話②
正午～午後３時、食事、お話〈メ
ニュー〉ウズベキスタンの伝統的
な米料理・プロフなど〈会場〉井野
公民館〈定員〉①先着25人②先着
15人〈参加費〉700円〈持ち物〉①
エプロン、三角巾②なし〈申込〉電
話  取手市国際交流協会　多文
化共生講演会…小

お だ じ ま
田島　☎０８０

－４８３５－１２１６、ウズベキ
スタン料理…佐々木　☎７４－
３８２４ 

多文化共生講演会・
ウズベキスタン料理 長野県伊那市で活躍する「歌舞劇

団 田楽座」と、取手市で活動する
和太鼓「舞

ま い こ
鼓の会」が合同で太鼓演

奏を披露〈日時〉２月23日(土) 午前
11時開演・午後２時30分開演（２
回公演）〈会場〉取手ウェルネスプラ
ザ〈参加費〉全席自由、一般(高校生
以上)…3,000円、小中学生・障害
者 …1,500円〈申込〉予約受付施設
に電話かファクス▼取手市民会館

（☎７３－３２５１）▼取手グリー
ンスポーツセンター（☎７８－９
０９０、FAX（受付時間は午前８
時～午後10時）７３－６７６２）※
空きがあるときは会場で当日券も
販売  舞鼓の会　倉持 ☎０９０
－７１７３－６４９７

和太鼓コンサート
田楽座 L

ラ イ ブ

IVE ＠取手

〈日時〉２月17日（日）午前９時～
午後５時（JR石岡駅から送迎バス
あり。午前８時30分集合、８時
50分出発）〈会場〉鉾田市・行方市
〈定員〉先着30人〈内容〉農場の見
学・農業体験・個別就農相談会〈参
加費〉無料（昼食代各自）〈申込〉電
話  （公社）茨城農林振興公社　
☎０２９－３５０－８６８６

農場見学＆就農相談会
in 鹿

ろ っ こ う

行




