
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10月15日号
が９月13日（金）まで、11月１日
号が10月１日（火）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

朗読コンサート
 ９月14日（土）午後２時～（開

場午後１時30分）  守谷市役所
近くのギャラリー※詳細はお問い
合わせを  土地の民話、昔話な
ど  500円（茶菓代）  電話  
９月13日（金）  朗読ステーショ
ン「快の会」　柴田　☎０９０－
７７２２－００９０

オーディオ名曲
コンサート

 ９月15日（日）午後１時30分～
４時  戸

とがしら
頭公民館  パンの笛

（長さの違う管を束ねた木管楽器）
の演奏で、「嘆きのドイナ」ほか
５曲、ピアノ協奏曲第23番（モー
ツァルト）  40人  200円（資
料代）   戸頭ふれあいコンサー
ト　森　☎７８－１２４０

硬式テニス教室
 ９ 月 ８ 日・10月13日・11月

10日各日曜日の午前10時～正午 
 とがしら公園テニスコート   

小学生以上（初心者歓迎）  ラ
ケット、テニスシューズ  戸頭
テニスクラブ　矢口　☎７２－
７４９７

占い体験講習会
 ９月17日（火）午後１時～５時 
 福祉会館（市民会館隣）  生

年月日の命式表作成・解説※生年
月日を事前に聞きます  井上淳
子氏  占いの好きな方  先着
６人  500円（資料代）  鉛筆、
消しゴム  電話  ９月14日

（土）  占の会　井上　☎０９０
－８１１３－９１３０

認知症に関する講演会
 10月10日（木）午前10時～正午 
 藤代庁舎  認知症に対する

本人・家族の対応の仕方について 
 市高齢福祉課職員  先着70

人  筆記用具  藤代お父さん
友の会　岡澤　☎８２－５９０９

笑いヨガ体験
 ９月19日・10月３日各木曜

日午前10時30分～ 11時30分  
スタジオ505（リボンとりで５
階）   500円  飲み物、動き
やすい服装  取手笑いヨガクラ
ブ　京泉　☎０９０－７４２５－
３９０１

ターゲットバードゴルフ
体験

ターゲットバードゴルフで楽しく
体づくりに挑戦してみませんか 

 ９月10日（火）・13日（金）午前
９時～ 11時※雨天中止  藤代
スポーツセンター  タオル、飲
み物◎器具は用意します  藤代
ターゲットゴルフクラブ　及川　
☎０８０－３４６１－８６９１

市民映画会・
ビデオ公開講座

◆市民映画会  ９月８日（日）午
後２時～４時  「シラノ・ド・
ベルジュラック」 ◆ビデオ公開講
座  ９月13日（金）午後２時～
４時  「世界自然遺産」知床・ペ
ルー /ボリビア編 ■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

社交ダンスパーティー
 ９月15日（日）午後１時30分

～４時30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

認知症サポーター
養成講座

認知症についての正しい知識を身
につけ、地域の認知症の方々を見
守り・サポートする人を養成  
９月12日（木）午前10時～正午  
藤代なごみの郷  藤代なごみの
郷職員  先着20人  筆記用具 

 電話  ９月９日（月）  生活
クラブ「知っ得カフェ」　小久保　
☎８６－６８００

リストの歌曲と
超絶技巧演奏会

リストがドイツリート（歌曲）を
超絶技巧のピアノ曲に編曲した
ものを解説付きで演奏  ９月21
日（土）午後２時～４時15分（開場
午後１時30分）  福祉会館（市民
会館隣）  出演：濱田千枝子・
若井有里亜（ソプラノ）、西元真
澄・田村愛（ピアノ）、解説：三澤
寿
と し き

喜  100人  2,500円（大学
生以下1,000円）  中ホールの会
　若井　☎０９０－２５３６－
８０１０

記念式典・講演・
アトラクション

取手市藤代文化協会創立50周年
を記念して開催  10月６日（日）
午後１時30分～３時40分  藤
代公民館  第１部：記念式典（太
鼓の衆風舞による演奏）、第２部：
講演「文化財と地方創生につい
て」、第３部：津軽三味線（昂月会）・
民謡（吉田まきこ）  宮

みやさこ
廻正明氏

（東京芸術大学名誉教授）  取手
市藤代文化協会　長塚　☎０９０
－７７１９－６８５２

“新”相続法セミナー＆
コンサート

クロマチックハーモニカコンサー
トも開催。美しい音色の世界に身
を委ねてみませんか  ９月28日

（土）午後１時30分～４時40分（受
付午後１時）  福祉会館（市民会
館隣）  ①女性に優しい相続法セ
ミナー、②クロマチックハーモニ
カコンサート（出演：山下伶

れい
（クロ

マチックハーモニカ）、持山翔子
（ピアノ）、小山尚樹（ベース））  
吉
きっかわ

川樹
たつひと

士氏（弁護士）  先着100
人  麻田　☎７２－２４０１

ふれあいパーティー
 10月６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）  40歳以上65歳未満の男女 

 男女各先着15人  男性5,000
円、女性2,000円※10月３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  ９月15日（日）  
茨城県マリッジサポーター　大野
　☎０９０－８６８１－４７１５

楽ちん介護講習会
 ９月15日（日）午前９時～正午 
 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  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）

孫と一緒に
プログラミング教室

子供向けのプログラミング言語
「V

ビ ス ケ ッ ト
iscuit」を使ってプログラミン

グを体験  ９月16日(月・祝)午
後１時30分～３時  スタジオ
505（リボンとりで５階）  金
子正晃氏（Viscuitファシリテー
ター）  年長相当児～小学生と
その祖父母  先着５組  500
円（通信費など）  あればタブ
レット  電話かメール（info@
digimind.jp）  ９ 月16日（ 月・
祝）正午  デジマインド　金子
　☎０９０－９３６８－９８９３

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ま
せんか  がんサロン：９月12日・
10月10日、サロンを支えるため
の勉強会：９月26日・10月24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

切れた電線には
さわらないで

台風や雷・豪雨などの影響で電
線が切れてしまう場合がありま
す。切れて垂れ下がっている電
線には、絶対に手を触れないでく
ださい。樹木や看板が接している
状況も危険です。すぐに東京電力
パワーグリッドへご連絡くださ
い  東京電力パワーグリッド　
☎０１２０－９９５－００７（ご
利用になれない場合は☎０３－
６３７５－９８０３）
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認知症になっても自分らしく暮らすために

 ９月10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（９月） 会場・問い合わせ先

10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

13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  ９ 月 ３ 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  ９ 月27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




