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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15日号が３月
15日(金）まで、５月１日号が４月１
日(月）までです

４月７日（日）から毎週日曜日に
藤代スポーツセンターと取手緑
地運動公園（利根川河川敷）で行
われる、春季シニア野球市民大会
への参加チームを募集〈対象〉市内
在住・在勤の45歳以上で構成さ
れたチーム（個人も可）〈参加費〉
6,000円（個人は600円）〈申込〉電
話〈締切〉３月９日（土）  取手市
シニア野球連盟　石井　☎９５－
９８７１

シニア野球大会参加募集

笑いによるストレス発散、健康
増進のエクササイズ〈日時〉３月
17日（日）・30日（土）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〈持ち物〉飲み物〈申込〉電子
メール（mmm9895kkk@yahoo.
co.jp）〈 締 切 〉３ 月16日（ 土 ） 
 取手ラフタークラブ　山田 

☎０８０－５６５０－０５７５

ラフターヨガ体験会

◆市民体験ウオーキング①「北浦
川緑地・桜が丘団地方面の自然満
喫ウオーク」〈期日〉３月９日（土）
〈集合場所〉藤代庁舎前〈距離〉約８
km②「小貝川岡堰・高井城址公園
の自然満喫ウオーク」〈期日〉３月
16日（土）〈集合場所〉勤労青少年
体育センター前（市役所裏体育館）
〈距離〉約９km■共通事項〈時間〉
午前９時～ 11時30分〈参加費〉無
料〈持ち物〉飲み物〈参加〉運動ので
きる服装で直接集合場所へ◆プラ
チナ健康教室無料体験〈内容・期
日〉①鍵盤ハーモニカ…３月５日・
12日・19日・26日②ヘルシーダ
ンス…３月５日・19日③けんこ
う吹き矢…３月５日・19日④笑
いヨガ…３月12日・26日（全て
火曜日）終了後はコーヒータイム
あり〈時間〉①午前9時～ 10時②・
③・④午前10時10分～ 11時10分
〈会場〉市民活動支援センター（藤
代庁舎内）・藤代庁舎３階（受け付
けは藤代庁舎１階）〈対象〉どなた
でも※全ての種目を何回でも体験
可〈持ち物〉飲み物〈参加〉運動ので
きる服装で直接会場へ  NPO
法人取手セントラルクラブ　市民
体験ウオーキング…五十嵐　☎
７２－０３０４、プラチナ健康教
室…杉浦　☎０９０－２７７２－
２９００

市民体験ウオーキング・
プラチナ健康教室無料体験

腰に負担がない介護技術を覚え
て、快適な介護生活や介護業務に
生かしませんか〈日時〉３月17日
（日）午前９時～正午〈会場〉障害者
福祉センターあけぼの〈参加費〉無
料〈参加〉動きやすい服装で直接会
場へ  NPO法人活

い

きる　宮脇
　☎７３－８３６１（平日午前10
時～午後３時）

楽ちん介護講習会

どなたでも参加できます〈日時〉３
月14日（木）午前10時～ 10時30
分〈会場〉あけぼの〈持ち物〉飲み物
〈参加〉動きやすい服装で直接会場
へ  鈴

す ず め

萌の会　鈴木　☎７８－
３８０２

「かっぽれ」無料講習会

県と労働団体が共同設立した「い
ばらき出会いサポートセンター」
が、結婚を希望する独身の方やそ
の家族の相談を受け付けます〈日
時〉３月13日（水）午前10時～午後
４時〈会場〉市役所議会棟１階〈対
象〉独身の方またはその家族〈参
加〉直接会場へ  いばらき出会い
サポートセンター県南センター　
☎０２９－８３０－７５０２

無料出張結婚相談会

◆ビデオ公開講座〈期日〉３月８日
（金）〈内容〉「エボラ出血熱」◆市民
映画会〈期日〉３月10 日（日）〈内
容〉「巨大戦艦大和（後）」■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

〈日時〉４月７日（日）①午後１時
開演②午後５時開演（開場は各開
演の30分前）〈会場〉市民会館〈演
目〉「ロビンソン・ロビンソン」〈入
場料〉自由席前売り券1,500円（当
日 券1,800円 ）、 指 定 席2,000円
〈申込〉電話か電子メール（moriya.
km.2006@gmail.com）で  守谷
子どもミュージカル　☎０９０－
４９５９－５７９９

子どもミュージカル

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〉
３月14日、４月11日各木曜日◆
サロンを支えるための勉強会〈期
日〉３月28日、４月25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

〈利用時間〉午前10時～午後６時（月曜日は休業）
〈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
　３月21日（木・祝）～４月７日（日）は待ち時間
緩和のため、１時間のみの入場券販売とさせていただ
きます。入場規制にならなかった場合は、さらに１時間のみ利用できます。
 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

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

１日（金） 10:00 ～ 15:00 ひなまつりワークショップ（多目的ホール）
６日（水） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

12日（火）～ 14日（木） 終日 たんぽぽリースをつくろう！
※各日先着 10人

20日（水） 11:00 ～ 11:20 誕生会
22日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定
26日（火）～ 28日（木） 終日 ぬりえであそぼう！
29日（金） 10:00 ～ 11:30 キッズ運動会（2階健康スタジオ）

３月

〈日時〉３月10日（日）午前11時～
午後３時〈会場〉モンペリ広場（井
野台1丁目22-14-125、東海学院
文化教養専門学校１階）〈内容〉50
歳以上の方先着50人にクッキー
のプレゼント、落語とオカリナ演
奏（午後１時から）、マージャン体
験（初めての方）、フリーマーケッ
ト（菓子や野菜・雑貨などの販売） 
 三谷　☎０９０－５４１９－

７５４７

モンペリ祭り

◆2019取手サイエンスフェス
ティバル〈日時〉３月17日(日) 午
前９時～午後１時〈内容〉静電気
や光、ロケットなどの実験を専門
の先生と行う体験型の実験イベン
ト〈定員〉先着50人〈参加費〉無料 
◆子どもおもしろ英語〈日時〉３月
24日(日) 午前10時～正午〈内容〉
英語で、世界を旅しよう！〈定
員〉先着20人〈参加費〉1,300円 
■共通事項〈会場〉みどりが丘幼稚
園（本郷4-10-7）〈対象〉４歳児～
小学生〈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　☎０９０－３１３７－５５
１１

サイエンスフェスティバル・
子ども英語体験

用具は貸し出します〈日時〉４月
２日（火）・５日（金）・９日（火）・
12日（金）午前９時～正午※雨天
中止〈会場〉ゆめみ野公園多目的広
場〈対象〉市内在住・在勤の方〈参
加〉運動のできる服装で直接会場
へ  市体育協会グラウンドゴル
フ部　大住　☎０８０－１１３５
－５２８７

グラウンドゴルフ無料体験

〈日時〉４月８日・15日各月曜日
の午後１時～３時〈会場〉白山公民
館〈持ち物〉飲み物〈参加〉動きやす
い服装で直接会場へ  恵心白山
　山口　☎７４－７６９４

楊
ようめいじ

名時健康太極拳無料体験

会派を超えた33人の書展〈会期〉
３月16日（土）～ 21日（木・祝）
午前10時～午後6時（16日は正午
から、21日は午後５時まで）〈会
場〉取手ウェルネスプラザ〈入場
料〉無料  茨城県南書人会　大山
　☎０２９－８７２－４２５１

茨城県南書展

４月７日（日）から６月にかけて藤
代スポーツセンターと取手緑地
運動公園（利根川河川敷）で行われ
る、春季野球大会の抽選会〈日時〉
３月23日（土）午後３時〈会場〉取
手グリーンスポーツセンター〈対
象〉市内在住・在勤・在学の方で
構成されたチーム〈参加費〉１チー
ム１万円※新規参加チームは別途
登録料１万5,000円〈参加〉直接会
場へ  取手市野球連盟　吉岡　
☎０９０－５３４３－８８０７

野球大会抽選会

〈日時〉３月30日（土）午後１時30
分～４時35分（受付午後１時）〈会
場〉福祉会館（市民会館隣）〈内容〉
第一部：バリトンのS

ソ ウ

oと絶対音
感を持つT

ト モ

omoによる感動のコン
サート第二部：歌・ダンス・バン
ドネオンなどの演奏で送る魅惑の
アルゼンチンタンゴの世界〈定員〉
先着100人〈入場料〉無料〈入場〉
直接会場へ  麻田　☎７２－
２４０１

音楽ユニットコンサート・
魅惑のアルゼンチンタンゴ

〈日時〉３月10日、４月14日、５
月12日、６月９日、７月14日各
日曜日午前10時～正午〈会場〉と
がしら公園テニスコート〈対象〉小
学生以上（初心者歓迎）〈持ち物〉ラ
ケット、テニスシューズ〈参加〉直
接会場へ  戸

とが し ら

頭テニスクラブ　
矢口　☎７２－７４９７

無料硬式テニス教室

〈日時〉４月６日～７月20日の第
１・第２・第３（５月は第２・第３・
第４）土曜日午後６時～７時30分
〈会場〉相馬公民館〈定員〉先着10
人〈参加費〉月1,000円〈持ち物〉室
内履き〈申込〉電話か電子メール
（chuusan@mtj.biglobe.ne.jp）で 
 藤代スクエアダンスクラブ　

井上　☎８３－５６０９

アメリカンスクエアダンス
初心者講習会 認知症の人が語り合う会

〈日時〉３月18日（月）午後１時
30分～３時30分
〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈対象〉認知症の方※付き添いも可
〈参加費〉無料
〈申込〉電話（平日のみ）
〈締切〉３月 15日（金）
 高齢福祉課　☎内線１３０８


