
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 )

ソフトテニス市民大会
 ６月22日（土）午前８時45分～午

後５時※雨天時は23日（日）  常
総運動公園テニスコート（守谷市野
木崎4700）  市内在住・在勤の
方  １ペア2,000円  住所・氏
名・電話番号を明記してファクス

（受付確認の電話連絡あり）  ５
月31日（金）  取手市体育協会
ソフトテニス部　麻生　☎兼FAX
７８－５０２１

健康ボウリング教室
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  ①６月
３日～７月８日の毎週月曜日午
前10時30分～午後１時②６月４
日～７月16日の毎週火曜日午後
７時30分～ 10時③６月７日～７
月26日の毎週金曜日午前10時30
分～午後１時  フジ取手ボウル

（寺田4988）  各先着20人  
3,000円（全６回。教材費・貸靴・
ゲーム代込み）  フジ取手ボウ
ルへ電話（☎７３－２０３１）  
各コース初日当日  取手市ボウ
リング連盟　青木　☎０９０－
２２３５－２９２６

ゲートボール初心者教室
 ６月２日・９日・16日各日曜日

の午前９時～正午※雨天中止  あ
けぼの  各回10人  電話  
５月22日（水） ◎用具は用意しま
す  取手市体育協会ゲートボー
ル部　山口　☎０９０－８５９５－
９１２１

演劇鑑賞会
◆劇団胎動  ５月26日（日）午後２
時～（開場午後１時30分）  清

せ べ い
平

と瓢
ひょうたん

箪ほか ◆女性劇団「どろん
こ」  ５月30日（木）午前10時30分
～（開場午前10時）  ピノキオ ■
共通事項  取手おもしろコラボ
レーション（桑原６－３）  300円

（茶菓子付き）  取手おもしろコ
ラボレーション　島田　☎８６－
６２６５

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７月１日号が
５月31日（金）までです。７月15
日号が６月14日（金）までです

＝日時、 ＝会場、 ＝内容、
＝講師、 ＝対象、 ＝定員、
＝参加費、 ＝持ち物、 ＝

申込、 ＝締切、 ＝問い合わせ
※ が無いものは無料、  が無
いものは直接会場・集合場所へ

遺言書作成セミナー
 ５月27日（月）午前９時30分～11

時30分  福祉会館（市民会館隣） 
 相続・遺言書・生前贈与につ

いてのセミナー  先着30人  
500円（資料代）  電話  NPO法
人老いじたくあんしんねっと本部　
☎０４－７１６９－４１６５

デジタル紙芝居作り
 ６月２日、９日各日曜日の午前

９時30分～ 11時30分  ゆうあい
プラザ  新美南吉「木の祭り」に合
わせたスライドショー制作  各
回８人  各回600円（資料代・通
信費）  パソコン  電話  ５
月31日（ 金 ）  す こ や かICT勉
強会　森　☎０８０－５４２９－
４９６６（午後５時～９時）

「体験農場」参加者募集
専門家や地域の農業者から高品質
な野菜の作り方を教わります  ６
月16日（日）午前９時～正午※２回
目以降は、６月～ 12月の毎週土曜
日か日曜日に実施予定。詳細は参
加者に通知します  上高井地内
農場  先着15人  １万2,000円

（指導料、種苗費など）  電話 ◎
詳細はお問い合わせを  野菜の
チカラと健康を考える研究会　松
崎　☎０９０－３０９０－７３５７

小
しょうひん
品盆栽・山野草展示会

 ６月１日（土）・２日（日）午前10
時～午後４時（２日は午後３時30分
まで）  福祉会館（市民会館隣）  
取手盆栽山野草愛好会　櫻井　☎
７２－２５４９

コーラス・
ワークショップ

 ①５月22日②５月29日各水曜
日の午前10時30分～正午  ①
井野公民館②福祉会館（市民会館
隣）  グノーのアベ・マリアなど
を合唱  のばらコーラス　関口
　☎０８０－６５９５－２２９２

女声コーラスと
一緒に歌いませんか

 ６月７日（金）午前10時～正午
（開場午前９時45分）  福祉会館
（市民会館隣）  手のひらを太陽
に、翼をくださいほか  女声コー
ラス「コール・キラット」　小林　
☎７４－５４５３

杖
じょうどう
道無料体験

 ５月26日、６月２日・９日・
23日・30日 各 日 曜 日 の 午 後 １
時～３時  久賀小学校体育館 
  杖道・ステッキ術・剣術ほ
か  行

な め き
木武夫氏（取手杖道会会

長）  小学生以上  運動ので
きる服装※あれば胴衣、袴  電
話かメール（nameki6@h6.dion.
ne.jp）※当日も受け付けます  
茨城県剣道連盟杖道部　行木　☎
０９０－３０９９－６１１８

藤代音楽祭出演団体募集
10月13日（日）に藤代公民館で開
催される音楽祭に参加する団体を
募集  市内在住・在勤・在学の
アマチュアグループ（２人以上） 

 １団体1,000円  団体名・代
表者名・連絡先を明記の上ファク
スか電話  ６月30日（日）◎申込
団体は７月６日（土）午前９時30
分から藤代公民館で実施予定の会
議に必ず出席してください  藤
代音楽祭実行委員会　中村　☎兼
FAX８３－４５６３

混声合唱演奏会
 ６月２日（日）午後２時～４時  

市民会館  NHK朝ドラ主題歌、
燕
つばめ

の歌（山下祐加）、J.ラター合唱曲
集ほか、指揮：山田茂・ピアノ：横
山顕子  500円（当日券・全席自由
席）、高校生以下無料（入場整理券） 

 取手混声合唱団　田中　☎７４
－５６２１

ジョギング・
ウオーキング無料体験
 ６月２日・９日各日曜日の午

前８時20分集合※雨天中止。午前
10時ごろ解散  取手緑地運動公
園テニスコート脇駐車場（利根川
河川敷）集合  約５km ～ 10km

（当日、種目・距離の希望をとりグ
ループ分け） 18歳以上  運動
のできる服装  取手市体育協会
ジョギング部　臼倉　☎０９０－
４５２１－９２５６

浜離宮恩
お ん し
賜庭園と

芝公園ウオーク
 ６月22日（土）午前８時集合※小

雨決行  取手駅西口ペデストリア
ンデッキ集合  芝公園、浜離宮恩
賜庭園散策など（約10km）※午後３
時30分ごろ現地解散  300円（保
険・資料代）  飲み物、雨具、昼
食  取手市歩こう会　日野　☎
７７－８８９１

グラウンドゴルフ・
ココロア健康体操無料体験
初心者歓迎◆グラウンドゴルフ  

 ６月３日・10日・17日・24日
各月曜日、６月７日・14日・21
日・28日各金曜日の午前９時30
分～ 11時30分  旧井野小学校
校庭◆ココロア健康体操  ６月
３日・17日各月曜日の午後１時
～２時30分  旧井野小学校プレ
イルーム■共通事項  室内用運
動靴、飲み物※運動のできる服
着用  NPO法人東部わいわい
スポーツクラブ　グラウンドゴ
ルフ…南　☎０９０－２６４０
－３７３３、ココロア健康体操
…宮﨑　☎０８０－３０８４－
０２９７
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子育て支援関連施設イベント情報

　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。
 午前10時～午後６時（月曜日は休業）
 生後６カ月～小学生※要保護者同伴
 １時間100円、１日フリーパス300円※土日は１時間のみの入場券販売、

混雑時の時間延長はご遠慮ください
 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

６月

　就学前のお子さん、プレママ・プレパパの皆さんご利用ください。
 午前10時～正午、午後１時～４時（祝日を除く月～金曜日）

◆子育てコーディネーターによる個別無料相談…月～金曜日の午後3時30
分～４時※電話可。予約の方優先
◆みんなの時間…〈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

 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

地域子育て支援センター

内容 白山 戸頭 藤代 東部
出張育児相談（歯について） 20日（木） 27日（木） 12日（水） ７日（金）

絵本の読み聞かせ 13日（木）
11：45～

11日（火）
11：30～

13日（木）
11:30 ～

12日（水）
11:40 ～

おもちゃ病院　～ 11:30 21日（金） 17日（月） ７日（金） 21日（金）

詳しいイベント情報
はこちらから

誕生会
21日（金）午前期日 時間 内容

４日（火） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

12日（水） 10:00 ～ 15:00 ひっくりかえしゲーム

14日（金）～ 16日（日） 終日 カラフルなかさをつくろう！14日：
先着10人、15・16日：先着20人

20日（木） 11:00 ～ 11:20 誕生会

28日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定


