
問い合わせ先が内線の場合は市役所代表 ☎ 0297－74－2141 へ ( 平日午前８時 30 分～午後５時 15 分 )

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５月15日号
が４月８日（月）まで、６月１日号が
４月26日（金）までです
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硬式テニス体験ダブルス
大会・テニス教室

◆ダブルス大会〈期日〉①４月25日
（木）②５月30日（木）〈時間〉午前９
時～午後１時〈会場〉取手緑地運動
公園テニスクレーコート（利根川河
川敷）〈対象〉市内在住・在勤・在学・
市内団体所属の16歳以上〈定員〉各
回40人〈参加費〉100円/２試合（当
日徴収）〈参加〉取手市民硬式テニ
スクラブホームページから（「取手
硬式テニス」でネット検索）〈申込期
間〉①～４月16日（火）②５月１日

（水）～ 21日（火）◆テニス教室〈日
時〉５月12日（日）午前９時30分～
正午〈会場〉取手緑地運動公園テニ
スハードコートC・D（利根川河
川敷）〈対象〉市内在住・在勤・在学・
市内団体所属の小学４年生以上（小
学生は保護者同伴）〈定員〉20人〈参
加費〉無料〈持ち物〉ラケット〈参加〉
テニスのできる服装・靴で直接会
場へ  取手市民硬式テニスクラ
ブ　高野　☎７３－３３１７

吹奏楽演奏会
〈日時〉４月14日（日）午後２時～
（開場午後１時30分）〈会場〉市民会
館〈曲目〉ハイランド讃歌組曲、海
の男達の歌ほか〈入場料〉無料※正
午から福祉会館（市民会館隣）で整
理券を配布  取手交響吹奏楽団
　坂本　☎０８０－５４７７－
６２４８

源氏物語絵巻講演会
〈日時〉４月20日（土）午後２時～３
時40分（開場午後１時30分）〈会場〉
取手ウェルネスプラザ〈演題〉「幻の
源氏物語絵巻」をもとめて〈講師〉
小嶋菜

な お こ
温子氏（立教大学名誉教授）

〈定員〉先着300人〈参加費〉無料〈参
加〉直接会場へ  茨城県南立教
会　横田　☎０９０－６００２－
０８８３

スポーツ交流
〈日時〉４月14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、車いすスラローム〈参加
費〉200円（保険代など）〈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社交ダンスパーティー

〈日時〉４月15日（月）午後１時～３
時30分〈会場〉藤代公民館〈内容〉ア
ンサンブル・オールデイズによる
生演奏に合わせてのダンス（ミキ
シング、フリーダンス）〈参加費〉
500円（会場代ほか）※飲み物付き

〈参加〉直接会場へ  ダンス萌
も え ぎ

黄
の会　竹内　☎０９０－９５８１
－１７３５

市民シギ・チドリ観察会
〈日時〉４月29日（月・祝）午前９時
～ 11時※雨天決行〈集合〉藤代庁舎
玄関前〈内容〉シギ・チドリ（渡り
鳥）の観察〈参加費〉無料〈持ち物〉飲
み物、運動靴、双眼鏡（あれば）〈参
加〉直接集合場所へ  ふじしろ
野鳥と楽しむ会　塚本　☎８２－
３８９９

 高齢福祉課　☎内線１３０８

太鼓体験・見学会
〈日時・内容〉①４月11日（木）午後１
時30分～４時・基本練習②４月18
日（木）午後０時30分～午後３時・和
太鼓演奏〈会場〉①戸

とがしら
頭公民館②取

手グリーンスポーツセンター〈参加
費〉無料〈参加〉直接会場へ  シル
バー太鼓　稲葉　☎７８－３６１８

傾聴ボランティア講演会
傾聴ボランティアの説明や、活動
している人の話を聞きます〈日時〉
４月15日（月）午後２時～４時〈会
場〉福祉交流センター（市役所敷地
内）〈講師〉大森静子氏（傾聴ボラン
ティア「水戸ダンボの会」顧問）〈定
員〉先着150人〈参加〉直接会場へ 

 傾聴ボランティア「みみともの
会」　田中　☎０８０－７７２７
－８１７０

ビデオ公開講座
〈日時〉４月12日（金）午後２時～４時
〈会場〉ふじしろ図書館〈内容〉「日本
の記録㉜飽食の果て」〈参加費〉無料

〈参加〉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

水墨画展
鵬
ほうぼく

墨会会員による水墨画展〈期間〉
４月９日（火）～ 14日（日）〈時間〉午
前10時～午後５時（９日は午後１時
から、14日は午後３時まで）〈会場〉
土浦市民ギャラリー（JR土浦駅西
口）〈入場〉無料  鵬墨会　坂手　
☎０９０－７７３７－２９０６

グラウンドゴルフ
無料体験

初心者歓迎。どなたでも楽しめま
す〈期日〉４月９日～６月28日の毎
週火・金曜日（５月７日、６月４日
を除く）〈時間〉午前９時～正午〈会
場〉取手緑地運動公園（利根川河川
敷）テニスコート脇〈参加〉運動ので
きる服装で直接会場へ※道具は貸
し出します  GGW井野　川島
　☎７４－２６４４

県南ハワイアン
フェスティバル

〈日時〉４月13日（土）午前９時45
分～午後４時（開場午前９時30分）

〈会場〉市民会館〈内容〉ハワイアン
バンド６団体による演奏とフラダ
ンスチーム17団体、総勢約430人
の共演〈入場料〉無料  茨城県南
ハワイアン協会　角

か く ご

五　☎６６－
７５８０

〈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
◎春休み期間中の４月７日（日）までと大型連休中の
27 日（土）～ 29 日（月・祝）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

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（水）・12日（金） 11:00 ～ 12:00 わなげであそぼう！
９日（火） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ
18日（木） 11:00 ～ 11:20 誕生会
24日（水） 10:00 ～ 12:00 身体測定
26日（金）～29日（月・祝） 終日 こいのぼりをつくろう！

※各日先着 20人

◆サイエンス倶
ク ラ ブ

楽部「電気でパン
焼きに挑戦」科学の不思議を発見

〈日時〉４月21日（日）午前10時～
正午〈会場〉次世代教育センター

（ 下 高 井1271）〈 参 加 費 〉1,000
円（教材費含む）◆おもしろ英語

「イースターを英語で楽しもう！」
〈 日 時 〉４ 月28日（ 日 ）午 前10時
～正午〈会場〉みどりが丘幼稚園

（本郷4-10-7）〈参加費〉1,300円
（教材費含む）■共通事項〈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

大型連休期間中の施設休館日の案内は４月15日号で
　４月27日から５月６日の大型連休期間中の各施設休館日は、４月
15日号でご案内します。

手話奉仕員養成講座受講生
募　集

〈期間〉５月11日～平成32年２月
８日までの毎週土曜日（８月31
日、９月28日、10月５日・12日・
26日、11月23日・30日、１月４
日を除く全32回）

〈時間〉午前10時～正午
〈会場〉福祉交流センター（市役所
敷地内）

〈講師〉ろう講師（取手市聴覚障害
者協会）、聴講師（手話通訳者）

〈対象〉市内在住・在勤で過去この
講座を受講していない初心者の方

〈定員〉20人※多数は抽選
〈参加費〉無料※テキスト代は別途
〈申込〉はがきに講座名・氏名・年
齢・住所・電話番号・志望動機を
記入の上、〒302-0021取手市寺
田5144-3取手市総合ボランティ
ア支援センター宛て郵送または
ファクス（FAX７３－７１７９）

〈締切〉４月24日（水）必着
 市総合ボランティア支援セン

ター　☎７４－９１１０

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４月

認知症になっても自分らしく暮らすために

■オレンジカフェ
　認知症の方や物忘れが気になる方、そのご家族や認知症予防に関心の
ある地域の方々など誰でも気軽に集えるカフェです。

※不定期開催

〈日時〉４月９日（火）午後１時30分～３時30分〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈申込〉４月８日（月）までに電話（平日のみ）  高齢福祉課　☎内線１３０８

■本人ミーティング
　認知症やMCI（軽度認知障害）の方が集い、本人だからこその気づき
や意見を自由に語り合う場です。当日は保健師・看護師・ケアマネジャー・
社会福祉士などの専門職に相談もできます。

※毎月第２火曜日

◆オレンジファミリーカフェ（毎月第２金曜日）〈日時〉４月12日（金）午後
２時〈会場〉生協くらしのサポートセンター青柳（青柳480-2）〈参加〉直接会
場へ  居宅介護支援事業所あおぞら　☎８６－７６０３

　認知症の方や物忘れが気になる方を支えるご家族が、日ごろの悩みな
どを気軽に話し合える場所です。専門職が相談に応じます。

■家族の方が集える場

◆オレンジファミリーピアは奇数月の第２火曜日に開催




