
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 )

タブレットで脳トレ
自分で描いた魚が動き回るデジタ
ル水族館や楽しいゲームを作りま
しょう  ６月30日（日）午前10時
30分～正午  スタジオ505（リ
ボンとりで５階）  10人  500
円  電話かホームページ（https://
digimind.jp）から  デジマイン
ド　金子　☎０９０－９３６８－
９８９３

無料陶芸体験
 ７月２日・16日の各火曜日午後

１時～４時  藤代公民館  家族
や自分好みの茶碗・皿の創作  市
内在住の50歳以上の方  各回先
着5人  電話（当日も可）  エプ
ロン  藤代陶芸クラブ　遠藤　☎
６３－３４５３

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８月１日号が
７月1日（月）までです。８月15日
号が７月12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

1
イチロク

6 創年の会まつり
 ６月29日（土）午後１時～４時  

藤代公民館  歌声喫茶、ローンボ
ウルズ体験など  飲み物※運動の
できる服着用  16創年の会　佐々
木　☎７４－６７７６

こころ豊かな
子ども育てる運動

 ７月６日（土）午後１時30分～３
時30分（受付午後１時）  井野公
民館  紙飛行機作り、昔遊びなど 

 小学生  先着50人  電話  
６月25日（火）  取手地区民生委員
児童委員協議会　猪瀬　☎７２－
１４２５

グラウンドゴルフ無料体験
初心者歓迎  ６月25日（火）・27
日（木）午前９時30分～ 11時30分
※雨天中止  藤代スポーツセン
ター  飲み物、タオル  取手セ
ントラルクラブ　松石　☎０９０－
３２１６－５１５０

無料出張結婚相談会
 ７月10日（水）午前10時～午後４

時  ゆうあいプラザ  独身の方
またはその家族  いばらき出会い
サポートセンター県南センター　☎
０２９－８３０－７５０２

子供の本を楽しむ集い
 ７月７日（日）午後１時30分～３

時30分  ふじしろ図書館  お話
会、交流会  先着60人  子ども
の読書を考える市民ネットワークと
りで　田島　☎８３－６３７２

取手民謡まつり
 ６月29日（土）午前10時～午後４

時  福祉交流センター（市役所敷
地内）  全国各地の民謡の発表と
コンクール  取手市文化連盟邦楽
二部　渡辺　☎７２－６８１３

硬式テニス体験教室
 ７月７日（日）午前９時30分～正

午  取手緑地運動公園テニスハー
ドコート（利根川河川敷）  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）  20人  ラケット※テニス
のできる服装・靴着用  取手市民
硬式テニスクラブ　高野　☎７３－
３３１７

守谷野鳥の森・
小田原ウオーク

◆守谷野鳥の森散策とビール工場
見学ウオーク  7月3日（水）午前８
時30分集合  南守谷駅改札付近
集合  野鳥の森、守谷城址を散
策。昼食後、ビール工場見学◆小
田原の歴史・文化を巡るウオーク 

 ７月20日（土）午前７時集合  
取手駅西口ペデストリアンデッキ集
合  北条五代の歴史、かまぼこ通
り、小田原城址など◎ＪＲ「休日お
でかけパス」を事前購入してくださ
い（2,670円）■共通事項  300円

（保険・資料代）※交通費別途  飲
み物、雨具、昼食（７月３日は守谷
Ｓ
サービスエリア

Ａで各自自由昼食）  午後３時
30分ごろ現地解散（約10km）※小
雨決行  取手市歩こう会　日野　
☎７７－８８９１

ホームページ制作体験
 ７月７日、14日の各日曜日午前

９時30分～ 11時30分  ゆうあい
プラザ  ホームページの概要説明
と、試作  8人  各回600円（資
料代など）  パソコン  電話  
６月30日（日）  すこやかＩＣＴ勉
強会　森　☎０８０－５４２９－
４９６６（午後５時～９時）

バンド演奏会
 ６月29日（土）午後２時～３時  

寺原公民館  懐かしい昭和の歌
など  80人  ザ　セプテッド
　レインボウ　山田　☎０９０－
８９４５－０２９７

樹木剪
せ ん て い

定・管理とＱ＆Ａ
 ６月29日（土）午前８時50分～正

午※小雨決行、大雨の場合は30日
（日）へ延期  藤代スポーツセン
ターテニスコート前  樹木の手入
れ、剪定講習会、庭木管理Ｑ＆Ａ 

 古
ふ る か や

萱延行氏（樹木治療士）  筆
記具、軍手、のこぎり、剪定はさみ

（お持ちの方）  いちょうの会　結
城　☎８３－３８６２

ふれあいフェスティバル
 ７月６日（土）①午前９時30分～

午後２時②午前９時30分～正午  
①旧戸

と が し ら

頭西小学校②高井小学校  
①パドルテニス、トランポリンな
ど②バドミントン、カローリングな
ど  上履き、飲み物、タオル  
ＮＰＯ法人とりで西部ふれあいク
ラブ　中根　☎０９０－６４８９－
０４６８

ソフトボール無料体験
初心者歓迎  ７月１日～ 29日各月
曜日（15日を除く）、７月４日～ 25
日各木曜日の午前9時～11時  取
手緑地運動公園ソフトボール場（利
根川河川敷）  飲み物  ＮＰＯ
法人東部わいわいスポーツクラブ
　長谷川　☎０９０－８５８８－
６７８３

歌声広場
唱歌や歌謡曲を、アコーディオンな
どの伴奏で歌いましょう  ７月６
日（土）午後２時～４時  取手おも
しろコラボレーション（桑原６－３） 

 300円（茶菓付）  取手おもしろ
コラボレーション　島田　☎８６－
６２６５

遺言書セミナー
 ６月23日（日）午前10時～ 11時 
 福祉交流センター（市役所敷地

内）  自筆証書遺言書の書き方が
緩和されました  串田直人氏（行
政書士）  20人  300円（テキス
ト代）  秋桜会　古谷　☎７８－
７７７７
太極拳フェスティバル
 ６月23日（日）午前10時～正午  

取手グリーンスポーツセンター  
中国の医療健康体操無料講習会と
日本チャンピオンの華麗な演武  
上履き、飲み物※運動のできる服着
用  取手市武術太極拳連盟　長
嶋　☎８３－５６７１

障害者・家族・市民
ふれあい交流会

語ろう、広げよう、ふれあいの輪 
 ６月29日（土）午前10時～午後２

時  障害者福祉センターふじしろ
（藤代庁舎敷地内）  障害者（児）に
よる発表、マハロ、太鼓体験など 

 450円（昼食代など）  はとの会
　桑名　☎８３－１３８３

ソニックガーデン 2019
出演者・出店者募集

8月24日（土）に開催されるソニック
ガーデンへの出演者・出店者（飲食
限定）を募集します◆出演  ダン
ス、音楽、演劇など  市内在住ま
たは市内で活動している個人・団体

（近隣で活動している方も可）  ６
月30日（日）◆出店  「ビールに合
う取手市のＢ級グルメ」を１品出品。
１区画約2.7m×3.6m  事前説明
会に参加し、当日必ず参加できる
方  商工会加盟店…5,000円、商
工会非加盟店…１万円  ７月５日

（金）◎事前説明会  ７月22日（月）
午後３時～  取手市商工会館※詳
しくはお問い合わせを ■共通事項 

 電子メール（sonicgarden2019@
gmail.com） ※多数は抽選、市内を
優先します  取手市商工会　☎
８３－３８３０

ふれあいパーティー
 ７月21日（日）正午～（受付午前

11時30分）  取手駅東口徒歩２分
の飲食店（駐車場はありません）  
45歳以下の男女  男女共先着15
人  男性5,000円、女性3,000円
※７月18日（木）以降キャンセル料
全額  電話で下記か市産業振興
課（☎内線１４４３）へ  ７月15日

（月・祝）  茨城県マリッジサポー
ター　伊東　☎０２９７－６３－
４１６１
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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

７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 ２日（火） ー 10日（水） 17日（水）

絵本の読み聞かせ 11日・18日（木）
11：45～

９日（火）
11：30～

11日（木）
11:30 ～

10日（水）
11:40 ～

詳しいイベント情報
はこちらから

誕生会
19日（金）午前

期日 時間 内容

２日（火）～ ７ 日（日） 終日 たんざくにおねがいごとをかこう！

11日（木） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

17日（水） 11:00 ～ 11:20 ７・８月合同誕生会

19日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定

23日（火）～ 26日（金） 終日 ぬりえであそぼう！


