
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９月15日号
が８月15日（木）まで、10月１日
号が８月30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・申込期間、 ＝
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

太極拳無料体験
・  ８月８日・白山公民館、８

月22日、29日・ゆうあいプラザ
※全て木曜日の午後６時～７時
30分  運動のできる靴、飲み物 
 武藤　☎０９０－４０６９－

００９８

シニア野球大会
 ９月８日～ 11月24日の毎週日

曜日  藤代スポーツセンター、
取手緑地運動公園（利根川河川敷）  
 市内在住・在勤の45歳以上で

構成されたチーム（個人も可）  
１チーム6,000円（個人は600円） 
 電話  ８月15日（木）  取

手市シニア野球連盟　石井　☎
９５－９８７１

ギターサマーコンサート
 ８月25日（日）午後１時～５時

（開場午後０時30分）  取手ウェ
ルネスプラザ  クラシックの
名曲、ラテン、映画音楽など（全
席自由）  取手ギターサークル
　山﨑　☎０８０－１１６６－
４６４７スポーツ交流

 ８月25日（日）午後１時30分～
４時  福祉交流センター（市役
所敷地内）  ボッチャ (パラリ
ンピック正式種目)、吹き矢、輪
ゴムリレー  飲み物  200円
（保険代）  チャレンジの広場
　勝山　☎０９０－１８８４－
３１１２

ふれあい in取手
支援を必要とする子供たちと地域
の方、ボランティアの方とのふ
れあいの場  ９月14日（土）午前
10時～正午  福祉交流センター
（市役所敷地内）   電話  ９月
10日（火）  茨城県立伊奈特別支
援学校　松田　☎０２９７－５８
－８７２７

外国出身者と交流する
バスツアー

 ９月22日(日)午前８時集合※
午後５時ごろ解散  取手市役所
前  アクアワールド大洗水族
館や那珂湊おさかな市場の見学
※昼食や飲み物は各自持参  小
学生以上  先着40人  高校
生以上…1,700円、小・中学生…
900円（国際交流協会会員は高校
生以上1,300円、小・中学生700円） 
 電話か、住所・氏名・電話番

号を記入の上ファクス  ８月14
日（水）  取手市国際交流協会　
鈴木　☎兼FAX７３－４０６０

初心者向け
パソコン無料講座

①ワードの図形を使ってお絵描き 
 ８月19日（月）・26日（月）・27

日（火）午前９時30分～11時40分、
８月20日（火）午後１時30分～３時
40分（全４回）②エクセルで住所録
を作り、年賀状名簿や会員名簿を
管理  ９月２日（月）・９日（月）・
10日（火）午前９時30分～ 11時40
分、９月３日（火）午後１時30分～
３時40分（全４回）■共通事項  
寺原公民館  各先着18人  筆
記用具  電話  ８月10日（土） 
 パソボラ取手　廣瀬　☎０９０

－１４３５－０９６８

ビデオ公開講座・
市民映画会

◆ビデオ公開講座  ①８月９日
(金)②８月23日（金）  ①「世界自然
遺産・Ⅱ中央アメリカ」②「世界自然
遺産・Ⅹアフリカ②」◆市民映画会 
 ８月11日(日・祝)  「太平洋航

空作戦」 ■共通事項  午後２時～
４時  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

和
なごみまつり

祭
 ８月23日（金）①午後２時～４

時②午後６時～８時（二部制）  
特別養護老人ホーム藤代なごみの
郷（椚

く ぬ ぎ
木1342-2）※駐車場に限り

があるため、乗り合わせにご協力
を  ①お相撲さんとのふれあい
イベント②盆踊り、各種飲食・ゲー
ム屋台※①②の間にはポニーの無
料乗馬あり◎当日の手伝いボラン
ティアも募集。８月15日（木）ま
でにお問い合わせを  和祭実行
委員会　小林　☎８２－７５３０

認知症になっても自分らしく暮らすために

 ８月13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。

　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。
◆オレンジファミリーカフェ
 ８月９日（金）14:00  生協暮

らしのサポートセンター青
あおやなぎ

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

日時（８月） 会場・問い合わせ先
１日（木）10:00 ～ さらの杜

もり

（下高井2148）　☎７０－２８０１
２日（金）10:00 ～ はあとぴあ（井野253）　☎７１－３２１０
５日（月）10:00 ～ あけぼの（寺田4723）　  緑寿荘　☎６３－４１１１

６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

23日（金）13:00 ～ 取手おもしろコラボレーション（桑原6-3）　☎８６－６２６５

　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。

オレンジカフェ

小
お も ん ま

文間盆踊り大会
 ８月17日（土）午後６時～９時

※荒天時は18日（日）。両日荒天
の場合は中止  旧小文間小学校
校庭（大利根交通中

なかつま
妻バス停下車、

駐車場なし。取手駅最終バスは午
後10時中妻バス停発）  メダカ
すくいほか模擬店多数（午後５時
から）、盆踊り大会（午後６時から）
※盆踊りコンテスト・浴衣コンテ
ストの入賞者には賞品あり  小
文間盆踊り大会実行委員会　小嶋
　☎０９０－３２４２－７２９４

支え合いのまちづくり
講演会

 ９月１日（日）午後１時30分～
３時30分（開場午後１時）  戸

とがしら
頭

公民館  町内会自治会活動を活
発化し、支え合いを進めるノウ
ハウを学びます  西村ミチ江氏
（日立市塙

はなやま
山学区 住みよいまちを

つくる会会長）  先着200人  
戸頭町会　野見山　☎０９０－
３２１２－８６０６

平和のつどい in取手
 ８月18日（日）午前10時～午後

５時  福祉会館（市民会館隣）  
映画「ムッちゃんの詩

うた
」上映（鑑賞料

300円）、報告会、原爆パネル・平
和作品展示、読み聞かせ・紙芝居
ほか  平和のつどいin取手実行
委員会（あおぞら診療所内）　堀江
☎７９－５５２５

市民テニスダブルス選手権・
体験ダブルス大会

◆市民テニスダブルス選手権大
会  ９月22日(日)午前８時～８
時30分 受 付※予備日23日（月・
祝）  ダブルス戦（混合可）※予
選はリーグ戦、本戦はトーナメン
ト戦を予定。当日の天候・エント
リー数などにより変更あり  市
内在住・在勤・在学・市内団体
所属の方  先着40組  １組
1,000円（高校生以下１組500円）
 ８月16日（金）～９月14日（土）

必着◆体験ダブルス大会  ①８
月25日（日）②９月26日（木）③10月
13日（日）④10月24日（木）※全て午
前９時～午後１時  市内在住・在
勤・在学・市内団体所属の16歳以
上  各日先着40人  100円（当日
徴収）  ①８月16日（金）②９月１
日（日）～17日（火）③９月15日（日）
～30日（月）④10月１日（火）～15
日（火） ■共通事項  取手緑地運
動公園テニスコート（利根川河川
敷）  申し込み方法はクラブホー
ムページ(http://toridetennis.web.
fc2.com/)をご覧になるかお問い合
わせください  取手市民硬式テニ
スクラブ　高野　☎７３－３３１７

とりで利根川とりで利根川
灯ろう流し灯ろう流し

 ８月24日（土）
※雨天・増水の場合は25日（日）
 利根川河川敷常磐線鉄橋下

　（取手ふれあい桟橋）

 ・・午後５時　アトラクション午後５時　アトラクション
　　・・午後６時30分　セレモニー、午後６時30分　セレモニー、
　　星あかり（ろうそく点火）　　星あかり（ろうそく点火）
　　・・午後７時　灯ろう流し・送り舟午後７時　灯ろう流し・送り舟
　　・・午後７時30分　花火午後７時30分　花火

 取手市商工会　☎７３－１３６５
※当日の問い合わせ先　堀越　
☎０９０－２３１１－８９３０

　灯ろう流しは、江戸時代中ごろから行われてきた情緒豊かな行事で、
お盆にそれぞれの家にお迎えした御

み た ま

魂を、灯ろうに戒
かいみょう

名を書いて川や
海に送り流すことにちなみます。※灯ろうは当日販売（１個1,000円）

　灯ろう流しの会場まで続くキャンドルアート「星あかり」を一緒に作
るボランティアを募集します。ボランティア証明書も発行できます。
参加についてはお問い合わせください。 

【星あかり】ボランティア大募集
 ゆめまっぷの会事務局  ☎７２－７１６６

 ８月24日（土）※雨天中止
　　午後１時～８時
　　（時間内で都合の良い時間に参加できます）
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