
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

大人の遠足ウオーク
◆ひまわり祭り・大宝神社ウオー
ク  ８月25日（日）午前８時◆小
石川植物園・八百屋お七の墓・東
洋大食ウオーク  ９月10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）  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

なんでもキッズクラブ・
ココロア健康体操体験

初心者歓迎◆なんでもキッズク
ラブ  ９月６日～ 27日の各金
曜日午後５時～６時  旧井野小
学校体育館  ドッジボール、カ
ローリングなど  小学生  １
回200円（チケット11枚2,000円）
◎当日徴収  電話  ８月30日

（金）◆ココロア健康体操  ９月
２日（月）・16日（月・祝）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法人取手東部わい
わいスポーツクラブ　宮﨑　☎
０８０－３０８４－０２９７

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  ９月
７日（土）午後２時30分～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

歌声広場

親子合唱グループ体験会
 ９月８日（日）午前10時～正午 
 福祉会館（市民会館隣）  鬼

澤良子氏（生涯学習指導員A級）  
ガネーシャ・ソーナーレ　飯島　
☎０９０－８１１７－７１４２

 ９月29日（日）午後２時から
（開場午後１時30分）  市民会館 

日本叙情歌曲集、トスティ歌曲
集など  500円（当日券・全席自
由席）  取手男声合唱団　安本
　☎７８－５１９１

男声合唱団演奏会

太極拳無料体験
 ①９月２日（月）午前10時～ 11

時45分②３日（火）午前10時～ 11
時45分③11日（水）午後１時～２
時45分  ①藤代公民館②高須公
民館③藤代公民館  室内用運動
靴、飲み物、タオル※運動のでき
る服着用  藤代太極拳協会　吉
田　☎８３－０３６８

吹奏楽演奏会
 ９月１日（日）午後２時から（開

場午後１時30分）  市民会館  
春の猟犬、そして未来へ（いきい
き茨城ゆめ国体イメージソング）
など  ウィンドアンサンブル守
谷　椎名　☎０５０－６８６６－
５６６８

◆アンデルセン公園ウオーク   
９月７日（土）午前７時50分集合

 アンデルセン公園（入園料65
歳以下900円、65歳以上証明書
を持参の方は無料）、船橋県民の
森◆益子焼の里ウオーク  ９月
14日（土）午前７時30分集合  益
子陶芸メッセ、益子の森などを散
策※ウオーキング終了後陶芸絵
付体験を予定（希望者のみ550円）
◎関東鉄道の「常総線・真

も お か
岡鉄道

線共通一日自由きっぷ」を事前購
入してください（2,300円）■共通
事項  取手駅西口ペデストリア
ンデッキ集合  午後３時30分ご
ろ現地解散（約10km）※小雨決行 

 300円（保険代など）※交通費
別途  飲み物、雨具、昼食  
取手市歩こう会　日野　☎７７－
８８９１

アンデルセン公園・
益子焼の里ウオーク

歌声喫茶・
ローンボウルズ体験会

◆歌声喫茶  ９月21日（土）午前
10時30分～正午  藤代公民館 

 飲み物◆ローンボウルズ  ①
８月28日・９月25日の水曜日午前
９時30分～正午②９月27日（金）
午前９時30分～正午  ①藤代ス
ポーツセンター②久賀公民館  
室内用運動靴※運動のできる服
着用  １

イ チ ロ ク

６創年の会　歌声喫茶
…野々下　☎０９０－９０６４－
１７０７、ローンボウルズ…中山
　☎８３－５４９２

 ９月５日（木）、20日（金）の午前
10時～正午  白山公民館 室内
用運動靴、飲み物※運動のできる
服着用  NPO法人取手セントラ
ルクラブ　長嶋　☎８３－５６７１

太極拳体験会
◆映画「はたらく」上映  ８月24
日（土）午後１時30分～３時30分
◆障がい者のための防災訓練  
９月14日（土）午後１時30分～４
時  防災訓練、自然災害体験車
■共通事項  福祉交流センター

（市役所敷地内）  とりで障害者
協働支援ネットワーク　☎０８０
－４６６２－９５３０（平日午前
10時～午後３時）

映画「はたらく」上映・
障がい者のための防災訓練

 ９月７日（土）午前10時～午後
４時  司法書士による電話相談
会（☎０１２０－５６７－３０１） 

 茨城青年司法書士協議会　田
中　☎０２９－２９１－７８５６

全国一斉養育費相談会

 ９月１日（日）午前10時～午後
３時（受付は午後２時30分まで）

 土浦市役所（土浦市大和町９－
１）  在留資格、労働問題など

（面談方式、通訳付き）◎対応言
語：日本語、英語、中国語、ベト
ナム語、インドネシア語など  

（公財）茨城県国際交流協会外国人
相談センター　☎０２９－２４４
－３８１１（当日のみ☎０９０－
１２６６－８３７１）

外国人のための
一日無料弁護士相談

 ９月１日（日）まで※月曜日を除
く毎日運行  つくばセンターバス
ターミナル８番乗り場  筑波宇
宙センター、筑波実験植物園など
６つの研究教育施設を循環◎期間
中謎解きゲームを開催。「つくばサ
イエンスツアーバス１日乗車券」か

「TX＆サイエンスきっぷ」をお持ち
の方は参加できます  大人500
円、小学生250円※幼児無料  つ
くばサイエンスツアーオフィス　
☎０２９－８６３－６８６８（平日
午前９時～午後５時）

つくばサイエンスツアー
バス夏休み特別運行

“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10月１日号
が８月30日（金）まで、10月15日
号が９月13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
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子育て支援関連施設イベント情報

仲間募集
クラブ名 日時 会場 会費(円） 申込先☎

日本語教室
とりで

①金曜日
19:00～20:30
②土曜日
14:00～15:30
③日曜日
10:00～11:30

①③福祉交流セン
ター（市役所敷地
内）
②市民活動支援セ
ンター

学 生・ 実 習 生：
年1,000円
一般：年2,000円

中内
080-5408-
3585

取手おもしろ
コ ラ ボ レ ー
ション

①第１・３月曜日
13:45～15:15
②第２・４火曜日
14:00～15:30
③第２金曜日
13:30～15:00

取手おもしろコラボ
レーション（桑原６
－３）

①コ ー ラ ス： １
回500円
② シ ニ ア 英 語：
１回500円
③俳句：１回300
円

島田
86-6265

男声合唱団
S・O・S

第１～４日曜日
9:00～12:00

ゆうあいプラザ、
白山町内会館 月1,000円

新倉
090-4956-
2530

パドルテニス
同好会

①木曜日
18:00～21:00
②日曜日
14:00～17:00

①寺原小学校
②宮和田小学校
※10月から

月600円
伊藤
73-1613
※９月から受
付

　公民館登録団体以外の募集です。会費以外に、
入会金などがかかる場合があります。詳しくは
各クラブへお問い合わせください。

９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
ママの健康チェック 30日（月） ９日（月） ２日（月） 13日（金）

絵本の読み聞かせ 12・19日（木）
11：45～

10日（火）
11：30～

12日（木）
11:30 ～

11日（水）
11:40 ～

詳しいイベント情報
はこちらから

誕生会
20日（金）午前

　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（２日・９日・30日各月曜日、17日・24日各火曜日は休業）
 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※土日祝日は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

期日 時間 内容

５日（木）・25日（水） 随時 ハイハイレース

10日（火） 11:00～ 11:15読み聞かせ

14日（土）～16日（月・祝） 終日 おじいちゃん・おばあちゃんにプレ
ゼントをつくろう！※各日限定20人

19日（木） 11:00～ 11:20誕生会

27日（金） 10:00～ 12:00身体測定


