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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４月１日号
が３月１日(金）まで、４月15日号が
３月15日（金）までです
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ハーモニカ演奏会
〈日時〉３月10日（日）午後１時～３
時30分（開場午後０時30分）〈会場〉
福祉会館（市民会館隣）〈曲目〉青春
時代、旅立ちの日に ほか〈入場料〉
無料〈入場〉直接会場へ  ハーモ
ニカメイツ取手　池

いけしま
嶋　☎８２－

７６２８

スライド＆トーク
アンデルセン童話の世界
〈日時〉３月13日（水）午後１時30分
～３時30分（受付午後１時）〈会場〉
ふじしろ図書館〈講師〉池田正

まさよし
孝氏

（中央大学名誉教授）〈定員〉先着40
人〈参加費〉200円（資料代）〈参加〉
直接会場へ  おはなし・こすず
めの会　田島　☎８３－６３７２

健康スポーツ・
レクリエーション講座

気軽にできる体力アップ法を学び
ます〈日時〉３月２日（土）午前10時
～午後３時30分〈会場〉福祉交流セ
ンター（市役所敷地内）〈講師〉小林
知江氏（茨城県レクリエーション協
会理事）〈定員〉先着30人〈参加費〉
200円（資料代）〈申込〉電話  取手
市レクリエーション協会　砂田　
☎７２－８３３５

ウインターコンサート
クラシックギターで世界の名曲を
演奏〈日時〉３月９日（土）午後１時
30分～（開場午後０時30分）〈会
場〉取手ウェルネスプラザ〈定員〉
先着300人〈入場料〉無料〈入場〉直
接会場へ  取手ギターサークル

（あすなろ）　山崎　☎０８０－
１１６６－４６４７

ふれあいの集い
〈日時〉３月９日（土）午後１時30分
～３時30分（受付午後１時）〈会場〉
井野公民館〈内容〉風船バレー、ペッ
トボトル倒し、ローンボウルズ（花
鉢のプレゼントあり）〈対象〉65歳
以上〈定員〉先着50人〈参加費〉無料
〈申込〉電話 〈締切〉３月２日（土）  
取手地区民生委員児童委員協議会
猪瀬　☎７２－１４２５

オストミー講習会
〈日時〉３月17日（日）午前10時～午
後３時（受付午前９時30分）〈会場〉
取手ウェルネスプラザ〈内容〉講演
会、相談、懇談会など〈講師〉竹之内
美樹氏（JAとりで総合医療センター
皮膚・排泄

せつ
ケア認定看護師）〈参加

費〉1,000円（昼食代含む）〈申込〉電
話〈締切〉３月10日（日）  日本オス
トミー協会茨城県支部南部地区　
熊谷　☎０２９７－５２－４４２０

武術太極拳教室・
ココロア健康体操

初心者歓迎◆武術太極拳教室〈日
時〉３月２日・９日・16日各土曜
日の午前９時30分～ 11時30分◆
ココロア健康体操〈日時〉３月４
日・18日各月曜日の午後１時～２
時30分■共通事項〈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〈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　武
術太極拳教室…米久保　☎７３
－３５９０、ココロア健康体操
…宮﨑　☎０８０－３０８４－
０２９７

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 みんなの時間、身体計測11:00 ～、14:00 ～
保健センター出張育児相談＆身体計測＆ミ
ニ講座「離乳食について」（申込10:30 ～）、
おもちゃ病院～ 11:30

吉田保育所の「ひな祭り集会」（申込15組）
10:00 ～

４日（月） １歳の時間、身体計測11:00 ～、14:00 ～ ２・３歳の時間、「おはし遊び」 １歳の時間 プレママと０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 ～ 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 親 子 で フ ラ ダ ン ス（ 申 込20組 ）
10:30 ～

６日（水） みんなの時間、リズム体操＆パラバルーン 
11:30 ～

「木のおもちゃで遊ぼう」（１歳以上、申込
20組）10:30 ～ マジックヒーローさんの手品（申込）10:30 ～ みんなの時間、アスレチック11:30 ～

７日（木）「ママと子どものためのブレインジム」（申
込）10:30 ～

プレママと０歳の時間、身体計測11:00 ～、
14:00 ～ ２・３歳の時間、リトミック11:15 ～ １歳の時間、身体計測

８日（金） みんなの時間 「ママと子どものためのブレインジム」（申
込）10:30 ～ みんなの時間 みんなの時間

11日（月） プレママと０歳の時間 １歳の時間「スプーンで遊ぼう」 プレママと０歳の時間 お店屋さんごっこ＆お別れ会（入園・入所・
引っ越しをする子供：申込）10:30 ～

12日（火） ２・３歳の時間、身体計測11:00 ～ プレママと０歳の時間、読み聞かせ11:30 ～ １歳の時間 牛乳パックで「テーブルと椅子セット」を作
ろう（申込10組）

13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、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） １歳の時間、読み聞かせ11:45 ～ 「保育所の２歳児と遊ぼう」（２・３歳、申込
15組） ２・３歳の時間、図書館絵本の紹介11:30 ～ プレママと０歳の時間

15日（金） おもちゃ病院～11:30 お別れ会（入園・入所・引っ越しをする子供：
申込）10:30 ～ みんなの時間 みんなの時間、おもちゃ病院～ 11:30

18日（月） ２・３歳の時間 １歳の時間、おもちゃ病院～ 11:30 「英語の先生と遊ぼう」11:15 ～ １歳の時間

19日（火） お別れ会【マジックヒーロー】（入園・入所・
引っ越しをする子供：申込） 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

20日（水） みんなの時間、リズム体操＆新聞で遊ぼう
11:30 ～

みんなの時間、リズム体操＆ボールで遊ぼ
う11:30 ～ 木のおもちゃで遊ぼう（申込、10:30 ～） みんなの時間、アスレチック11:30 ～

25日（月） １歳の時間 １歳の時間 ２・３歳の時間、身体計測 プレママと０歳の時間
26日（火） プレママと０歳の時間 ２・３歳の時間 プレママと０歳の時間、身体計測 １歳の時間

27日（水） みんなの時間、リズム体操 みんなの時間、リズム体操＆ボールで遊ぼ
う11:30 ～ みんなの時間 みんなの時間、リズム体操

28日（木） ２・３歳の時間、読み聞かせ11:45 ～ プレママと０歳の時間 １歳の時間、身体計測 保育所３歳児と一緒に遊ぼう（申込15組）

〈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３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
22日（金）
午前

みんなの時間

◆オペラ〈日時〉２月24日（日）午後
１時30分～３時30分（開場午後１
時）〈曲目〉オペラのアリアほか〈出
演〉小川嘉

か よ
世（ソプラノ）ほか〈参加

費〉500円（茶菓代）◆歌声広場〈日
時〉３月２日（土）午後２時～４時
〈参加費〉300円（茶菓代）■共通事
項〈会場〉取手おもしろコラボレー
ション（桑原6-3）〈参加〉直接会場
へ  取手おもしろコラボレー
ション　島田　☎８６－６２６５

オペラDEコンサート・
歌声広場

大人の遠足ウオーク
◆セイコーミュージアム・富岡八
幡・深川不動ウオーク〈期日〉２月
24日（日）〈内容〉向島百花園、セイ
コーミュージアム、深川不動見学
など（約５km）◆葛西臨海水族館ウ
オーク〈期日〉３月19日（火）〈内容〉
葛西臨海公園を散策（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

高齢者介護と
施設入所セミナー

制度と実情を解説〈日時〉２月24日
（日）午前10時～ 11時〈会場〉福祉
交流センター（市役所敷地内）〈講
師〉上

かみつま
妻陵大氏（ケアマネジャー・

行政書士）〈定員〉先着30人〈参加
費〉300円（テキスト代）〈参加〉直
接会場へ  秋

こ す も す
桜会　古谷　☎

７８－７７７７

吹奏楽演奏会
〈日時〉３月３日（日）午後２時～（開
場午後１時30分）〈会場〉取手ウェ
ルネスプラザ〈曲目〉フランス軍隊
行進曲ほか〈出演〉坂入秀人（指揮）
〈入場料〉無料〈入場〉直接会場へ 

 藤代ゲネラルシンフォニック
オーケストラ　長

お さ だ
多　☎０９０－

７８１６－９６９６

チャリティー
ダンスパーティー

参加費の一部は社会福祉協議会に
寄付〈日時〉３月３日（日）午後１時
～４時〈会場〉藤代公民館〈内容〉社
交ダンス〈参加費〉800円（飲み物
付き）〈参加〉直接会場へ  藤代
公民館ダンス連合会　小

お じ ま
島　☎

０８０－３２４５－７３２２

人形の街岩槻ウオーク
〈期日〉３月２日（土）※小雨決行〈集
合時間・場所〉午前７時40分・取
手駅西口ペデストリアンデッキ
〈内容〉岩槻の歴史と人形にまつわ
る名所を散策（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




