
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７月15日号
が６月14日（金）まで、８月１日
号が７月１日（月）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

大人の遠足ウオーク
◆和洋大学食、戸

とじょう
定邸、柴又ウオー

ク 解散後柴又で遊びます  ６月
21日(金)午前8時30分◆迎賓館、
お七の墓供養ウオーク  ７月２
日(火)午前８時30分■共通事項 

 取手駅西口改札前集合(午後３
時ごろ現地解散、事故などは自
己責任で)  500円(通信費など) 
※交通費、保険など各自  保険
証、雨具、飲み物、帽子（６月21
日のみ）  健康のつどい　佐藤
☎７４－１４５８

卓球バレー体験会
 ６月23日（日）午後１時30分～

４時  取手勤労青少年体育セン
ター（市役所裏体育館）  200
円（保険代）  上履き、飲み物 

 チャレンジの広場　勝山　☎
０９０－１８８４－３１１２

プサルタリー＆ギター
コンサート

 ６月30日（日）午後１時30分～
（開場午後１時）  取手ウェルネ
スプラザ  出演…加藤誠とプサ
ルタリー＆ギターアンサンブル
"S

ソ ラ
oLa"ほか、曲目…もののけ姫、

乾杯の歌ほか ◎終演後抽選会あ
り  加藤　☎８２－６４８４

習字で万葉集に親しむ会
 ６月15日（土）・24日（月）午後

１時～３時（全２回）  藤代公民
館  第五、梅の歌、序文（令和
の由来）を学ぶ  10人  500
円（２回分）  仮名用小筆  電
話  ６月13日（木）  長塚　☎
０９０－７７１９－６８５２

合唱サークル無料体験会
 ①６月13日②27日各木曜日の

午前10時～正午  福祉会館（市
民会館隣）  四季の歌、懐かし
い曲などを歌います  鬼澤良子
氏（音楽文化創造生涯学習音楽指
導委員A級）  先着各10人  ①
６月10日（月）②６月25日（火）  
四季の歌をうたう会　広瀬　☎
７３－６０５７

オーディオ
名曲コンサート

 ６月16日（日）午後１時30分～ 
 戸

とがしら
頭公民館  ピアノ協奏曲

第１番（ショパン）、交響曲第35
番「ハフナー」（モーツァルト）ほ
か  200円（資料代）  戸頭ふ
れあいコンサート　森　☎７８－
１２４０

就労支援セミナー
 ６月８日(土)午後２時～４時  

福祉交流センター（市役所敷地内） 
 障害者の就労支援についての講

演  新木涼
り ょ う じ

志氏、金
か な つ か

塚たかし
氏（NPO法人全国就業支援ネッ
トワーク理事）  先着200人  
NPO法人スリーピース　石坂　☎
７７－５０７０

ステンドグラス展示
 ６月11日(火) ～ 16日（日）午前

10時～午後４時  中央タウンG
棟１階115号室  ギャラリーティ
アラ　堀口　☎０９０－４１７０－
８９６９

子供教室
◆2019親子サイエンスツアー「つ
くばで最先端の科学体験と宇宙関
連実験活動で楽しもう！」  ６月
16日（日）午前９時集合、午後４時
30分解散  1,500円（教材費。保
護者は無料。引率は子供一人につ
き一人まで）  弁当、おやつ、水
筒◆おもしろ英語「英語で１日の
生活を振り返ろう！」  ６月23
日（日）午前10時～正午  1,300
円（教材費）■共通事項  みどり
が丘幼稚園（本郷4-10-7）  ４
歳～小学生  各先着20人  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（FAX
７２－７７２０）で  NPO法人
次世代教育センター　☎０９０－
３１３７－５５１１

講演会「東京
オリンピックへの期待」

メルボルン・ローマ・東京オリン
ピックに連続出場した、市内在住
の方による講演  ６月22日（土）
午前11時30分～午後１時(開場午
前11時)  取手ウェルネスプラザ 

 櫻井孝
こ う じ

次氏（元日本陸連専務理
事）  先着50人  取手地区稲

と う も ん

門
会　中山　☎７２－３３５６

〈日時〉６月 29 日（土）
①午前 10 時～②午後２時～
※開場は各回 30 分前

〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈出演〉黒木華、樹木希林、多部 
未華子、鶴田真由、鶴見辰吾ほか

〈入場料〉一般…1,000 円（前売券
800 円）、高校生以下…700 円（前
売券 500 円）、障害者…無料（チケ
ットの事前予約またはチケット発券
が必要となります。障害者手帳をご

提示ください。前売券は市民会館、
当日券は会場で取り扱い）３歳未満
…無料※前売券が完売の場合は、当
日券はありません。全席自由。市文
化事業団友の会会員は 100 円引き
〈プレイガイド〉市民会館…☎７３
－３２５１、小さな家（市役所敷
地内）…☎７２－６０４６、上野
屋酒店（藤代駅前）…☎８３－
３３１９、（株）とりで旅行センタ
ー…☎７４－１６８１

「日日是好日」maintitle_yoko

type_newA2

　茶道を通じての気づき、日々の喜びをつづった映画です。一期一会の
感動作をご覧になりませんか。

 （公財）市文化事業団
　☎７３－３２５１

「日
にち

日
にち

是
これ

好
こう

日
じつ

」上映会

初級日本語ボランティア養成講座
外国出身者の日本語学習を支援するボランティアです

〈日時〉６月29日・７月６日・20日各土曜日、７月28日・８月４日各
日曜日の午後１時30分～４時45分（全５回）

〈会場〉福祉会館（市民会館隣）
〈講師〉佐藤有

ゆ き
紀氏（関東学園大学准教授）

〈対象〉講座修了後、取手市国際交流協会の日本語ボランティアがで
きる方
※取手市国際交流協会未加入の方は、加入が必要です（年会費2,000円）

〈定員〉先着15人
〈申込〉事前に日本語教室を見学の上、６月３日（月）以降各教室で直
接申し込み（戸

とがしら
頭公民館：火曜日午後７時30分～９時・日曜日午前

10時30分～正午、福祉会館（市民会館隣）：金曜日午前10時～ 11時
30分・午後６時～７時30分）

〈締切〉６月21日（金）
 取手市国際交流協会事務局（秘書課内）　☎内線１１１２

（7）第１２７０号 令和元年６月１日　発行

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。

 ６月11日（火）13:30 ～ 15:30
 取手ウェルネスプラザ
 前日までに電話（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、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。
専門職に相談もできます。

日時（６月） 会場・問い合わせ先
３日（月）10:00 ～ あけぼの（寺田4723）  緑寿荘　☎６３－４１１１

４日（火）13:00 ～ カフェ・ウェルカム（藤代庁舎敷地内） 
 NPO法人回想療法センター　☎８３－０５５６

６日（木）10:00 ～ さらの杜（下高井2148）　☎７０－２８０１
７日（金）10:00 ～ はあとぴあ（井野253）　☎７１－３２１０

28日（金）14:00 ～ 取手おもしろコラボレーション（桑原6-3）
☎８６－６２６５

◆オレンジファミリーカフェ 
 ６月14日（金）14:00  生協く

らしのサポートセンター青柳（青
柳480-2）  居宅介護支援事業所
あおぞら　☎８６－７６０３

家族の方が集える場
　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。

「詳しくは Web で！」にあきらめない

情報収集力を高めるセミナー
　あなたはスマホをうまく使っていますか？
　スマホ・タブレットを活用して地域の情報収集や仕事探しができる
ように、みなさんの疑問を解決します。気軽にご参加ください。

〈日時〉６月18日（火）午前10時～ 11時30分
（開場９時45分）
〈会場〉取手ウェルネスプラザ
〈講師〉とりで生涯現役ネットスタッフ
〈対象〉55歳以上の方（夫婦同伴も大歓迎）
〈定員〉先着20人
〈持ち物〉あればスマートフォン
〈申込・問い合わせ〉
とりで生涯現役ネットへ電話（☎８６－７０８８）か
申込フォームで 申込フォーム


