
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８月15日号
が７月12日（金）まで、９月１日
号が８月１日（木）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
キッコーマン、雪印メグミルク、
清水公園ウオーク  ７月12日
(金)午前8時30分  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  健康のつどい　佐藤　☎
７４－１４５８

オストミー講習会
 ７月28日（日）午前10時～午後

２時30分  牛久市中央生涯学習
センター（牛久市柏田町1606-1） 
 在宅介護になった時のストー

マケア  山岸美智子氏（皮膚・
排
はい せ つ

泄ケア認定看護師）  ストー
マ保有者とその家族  1,000円
（弁当、お茶代含む）  電話  
７月21日（日）  （公社）日本オ
ストミー協会茨城県支部南部地
区　熊

くま が い

谷　☎０２９７－５２－
４４２０

がんサロンとりで
がんになった方、家族の方や遺族
の方、心を寄せたい方でお話しし
ませんか  サロン：７月11日・
８月８日、サロンを支えるための
勉強会：７月25日・８月22日各
木曜日の午後１時～４時  市民
活動支援センター（藤代庁舎内） 
 がんサロンとりで　田中　☎

７８－２５３８

エアロビクス・
ストレッチ体験会

 ７月９日・23日、９月３日・
10日各火曜日の午前10時～正午 
 藤代スポーツセンター  初

心者向けエアロビクス、ボディ
バランスを整えるストレッチ  
女性  運動のできる服装、室内
用運動靴、飲み物、タオル  フ
レッシュ体操　田口　☎８２－
７７６５

認知症予防に役立つ
アロマテラピーセミナー
 ７月17日（水）午前10時～正午 
 藤代なごみの郷（椚

くぬ
木
ぎ
1342-2） 

 先着30人  300円  筆記用
具  電話  ７月16日（火）  
生活クラブ　地域くらぶ知っ得カ
フェ　小久保　☎８６－６８００

硬式テニス
体験ダブルス大会

 ①７月21日（日）②７月25日
（木）午前９時～午後１時  取手
緑地運動公園テニスクレーコート
（利根川河川敷）  市内在住・在
勤・在学・団体所属の16歳以上
の方  各回40人  100円/２試
合（当日徴収）  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）  
①７月12日（金）②７月16日（火） 
 取手市民硬式テニスクラブ　

高野　☎７３－３３１７

スクエアダンス体験会
 ７月14日（日）午後１時30分～

２時30分  県南生涯学習セン
ター（土浦駅前ウララビル５階） 
 ダンスの体験と、パーティ－

見学  先着20人  室内用運動
靴※普段着可  電話  ７月13
日（土）  茨城県スクエアダンス
連絡協議会　野口　☎０９０－
１９９８－７２８８

にこにこコンサート
 ７月14日（日）午前10時30分

～（開場午前10時）  福祉会館
（市民会館隣）  曲目：アイアイ、
うみ、オリジナル曲など、出演：
飯島秀子（歌）、鬼澤良子（ピアノ） 
 先着90人  楽器（鈴、マラカ

スなど）※手作り可  飯島　☎
０９０－８１１７－７１４２（午
後７時以降か留守番電話サービス
にメッセージ）

混声合唱公開練習
 ７月14日（日）午後１時～４時 
 福祉会館（市民会館隣）  曲

目：峠の我が家、埴
はにゅう
生の宿、花

嫁ほか、指揮：山田茂（東京混声
合唱団指揮者）◎楽譜は用意しま
す  取手混声合唱団　田中　☎
７４－５６２１

シルバーリハビリ体操
フェスティバル

 ７月14日(日)午前10時～正午  
福祉交流センター（市役所敷地内） 
 講話、体操体験、理学療法士に

よるリハビリ相談会◎ペットボトル
飲料などのプレゼントあり  茨城
県理学療法士会事務所　☎０２９－
３５３－８４７４

夏のお楽しみ会
 ７月27日(土)午後１時～３時

30分  白山公民館  和太鼓演
奏（白山おはやしクラブ）、もぐら
たたき、ストラックアウトなど 
 白山地区民生委員児童委員協

議会　石田　☎７２－１００４

社交ダンスパーティー
 ７月28日（日）午後１時15分～

３時45分  井野公民館  ミキ
シング、トライアル、フリーダンス 
 男女アテンダント数人  500

円（飲み物付き）  取手市ダンス
スポーツ連盟　黒崎　☎０９０－
９０１８－０９９０

楽ちん介護講習会
 ７月21日（日）午前９時～正午 
 障害者福祉センターあけぼの

（寺田4723）  腰に負担の少ない
介護技術の習得  石井裕康氏（介
護福祉士）  家族を介護してい
る方、介護職、ボランティア  
先着20人  動きやすい服装、飲
み物  NPO法人活

い

きる　宮脇
　☎７３－８３６１（平日午前10
時～午後３時）

市民ボウリング大会
 ８月18日（日）午前９時30分～

（受付午前８時50分～９時20分） 
 フジ取手ボウル（寺田4988） 
 一般男子・女子・小学生の部、

２ゲーム制  小学生以上  先
着120人  小 学 生500円、 中
学生以上1,000円（靴代込み）  
氏名・住所・性別・年齢を記入
し、〒302-0021取手市寺田4988
取手市ボウリング連盟宛て郵送
か電話、ファクス（FAX７３－
２６２０）  ８月10日（土）必着 
 取手市ボウリング連盟　石山

　☎７３－２０３１

ビデオ公開講座・
市民映画会

◆ビデオ公開講座  ７月12日(金)
午後２時～４時  「巨大災害⑤激
化する豪雨」 ◆市民映画会  ７月
14日(日)午後２時～４時  「レミ
ングスの夏」 ■共通事項  ふじし
ろ図書館  ふじしろ図書館ボラン
ティア「コスモいいんかい」　森　☎
８３－１１５８

ガールスカウトと
スイーツ作り体験

 ７月28日（日）午前10時～正午 
 福祉会館（市民会館隣）  小学

生の女子※保護者同伴  100円
（材料費）  エプロン、三角巾、
手拭きタオル  ガールスカウト
茨城県第19団　間宮　☎７３－
１８３２

国体会場で体験！
夏休みボウリングスタンプカード2019
　市内在住・在学の小・中学生は
スタンプカード持参で、１日１ゲー
ム（貸靴含む）が無料になります
 ７月20日（土）～９月１日（日）

の午前10時～午後９時
※午後７時以降は保護者同伴

 フジ取手ボウル（寺田4988）
 各市立学校、フジ取手ボウル

で配布の保護者同意書に必要事
項を記入し、直接受付へ提出
 フジ取手ボウル　☎７３－

２０３１

認知症になっても自分らしく暮らすために

 ７月９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（７月） 会場・問い合わせ先

９日（火）13:30 ～ ◆オレンジファミリーピア 取手ウェルネスプラザ 高齢福祉課　☎内線１３０８

12日（金）14:00 ～
◆オレンジファミリーカフェ 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

①  ７ 月２日（火）13:00 ～
14:30  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
②  ７ 月26日（ 金 ）14:00 ～
16:00  取手おもしろコラボ
レーション（桑原6-3、☎８６－
６２６５）

◆オレンジカフェ

　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

（7）第１２７２号 令和元年７月１日　発行

劇団四季「Ｃ
キ ャ ッ ツ

ＡＴＳ」　バスツアー

〈期日〉７月 24日（水）
〈集合時間・場所〉午前８時 45分・
市民会館
〈内容〉築地場外市場～つきじ喜代
村すしざんまい奥の院（昼食）～キ
ャッツシアター「ＣＡＴＳ」～市民

会館（午後６時頃）
〈料金〉２万 1,800 円（バス・昼食・
観劇チケット・保険代）
〈申込〉電話かチラシ裏面の申込
書に必要事項を記入の上ファクス
（FAX７２－５４００）

 （公財）市文化事業団　☎７３－３２５１


