
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11月15日号
が10月15日（火）まで、12月１日
号が11月１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

子供教室
◆子どもサイエンス倶

ク ラ ブ
楽部  10

月20日（日）  次世代教育センター
（下高井1271）  糸電話や風船電
話を使って、音の性質を科学しよ
う！  小学生  20人  1,000円
（教材費）◆子どもおもしろ英語  
10月27日（日）  みどりが丘幼稚
園（本郷4-10-7）  ハロウィンのお
祭りをしよう！  ４歳～小学生  
25人  1,300円（教材費）■共通事
項  午前10時～正午  氏名、学
年、学校名、連絡先、希望講座名
をメール（npojisedai@gmail.com）
かファクス（FAX７２－７７２０）  
NPO法人次世代教育センター　☎
０９０－３１３７－５５１１

ビオラ・ダ・ガンバ二重奏
秋風を感じながらバロック音楽に
親しみませんか？  10月12日（土）
①午前11時～正午②午後２時～３
時※開場は各回30分前  福祉会
館（市民会館隣）   高校生以上
…1,000円、中学生以下…500円 
 （公財）市文化事業団（☎７３－

３２５１）でチケット販売中  国際
音楽の日コンサート in とりで実行
委員会　鬼澤　☎０９０－８５９５
－３３９２（留守番電話可）

スポーツ交流
 10月20日（日）午後１時30分～４

時  市勤労青少年体育センター
（市役所裏体育館）  ボッチャ（パ
ラリンピック正式種目）、吹き矢、
ビーンバッグ投げ  200円（保険代
含む）  上履き、飲み物  チャ
レンジの広場　勝山　☎０９０－
１８８４－３１１２

無料調停相談会
裁判所の調停委員がトラブルを話
し合いで解決する「調停」の利用につ
いて相談を受けます  10月20日
（日）午前10時～午後３時  市議会
棟大会議室   水戸地方・家庭裁
判所龍ケ崎支部　☎６２－０１００

英語でハロウィン・
日本文化紹介フェスタ
◆英語でハロウィン  10月20日
（日）午後２時～５時  仮装して参
加を  ３～12歳（保護者同伴可） 
 先着50人  一人300円  電

話  10月16日（水）◆外国出身者
のための日本文化紹介フェスタ  
10月27日（日）午後１時40分～４時
45分  ①生け花②お茶③着付け
（女性のみ）④習字⑤折り紙⑥けん
玉  市内在住の外国出身者とその
家族や知人（日本人可）  各先着20
人  ①花を持ち帰る場合は1,000
円・体験のみは無料、②200円  
①～③のみ電話  10月23日（水）
■共通事項  井野公民館  取手
市国際交流協会　英語でハロウィ
ン…大谷　☎０９０－７１８８－
０１１５、日本文化紹介フェスタ…
佐々木　☎７４－３８２４

慢性腎臓病保存療法
普及のための全国大会
 10月13日（日）午後２時～４時（開

場午後１時40分）  取手ウェルネ
スプラザ  最近の腎臓病について
の話題、慢性腎臓病の食事などに
ついての講演、討論  NPO法人
透析回避をめざす腎生会　高

た か く

久　
☎０８０－６７７０－２５２５（水曜
日を除く平日午前９時～午後４時）

朗読会
ICT技術とお話の世界
 10月26日（土）午後１時30分～

４時  ゆうあいプラザ  童話、
短編小説などの朗読、バーチャル
Y
ユ ー チ ュ ー バ ー
ouTuber・すこやか姫の朗読 
先着30人  すこやか朗読の会　
森　☎０８０－５４２９－４９６６

とりで産業まつり
ステージ参加者募集

11月２日（土）・３日（日・祝）に取
手緑地運動公園（利根川河川敷）で
行われる「とりで産業まつり」のス
テージ参加者を募集。プロ・アマ
不問  取手市商工会ホームペー
ジ（https://www.toride.or.jp）から
ステージ参加申込書を取得し、必
要事項を記入の上、〒302-0004
取手2-14-23取手市商工会宛て郵
送か持参、または同内容をメール
（shokokai@toride.or.jp）で  10
月10日（木）午後５時必着  取手市
商工会　☎７３－１３６５

行政書士無料相談
 10月12日（土）午前10時～午後

４時  リボンとりで３階  相続、
遺言、成年後見、農地転用、入国管
理など  栗屋　☎７４－０９４７

藤代音楽祭
 10月13日（日）午前10時～午後

３時（開場午前９時30分）  藤代
公民館  和太鼓、合唱、フォー
ク、吹奏楽などのアマチュア音楽
グループ18団体が出演  中村　
☎８３－４５６３

市民映画会・
ビデオ公開講座

◆市民映画会  10月13日(日)  
小さなバイキングビッケ◆ビデオ
公開講座  1.10月11日 2.10月
25日各金曜日  1.「産業遺産紀
行」⑦木曽川水系電源開発⑧別

べ っ し
子銅

山 2 .「中国自然文化遺産」①世界
遺産敦煌■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」　☎８３－１１５８

国際自転車競技大会
茨城シクロクロス取手
オフロード周回コースを用いた自
転車競技大会。国際カテゴリーレー
スもあり。藤代駅から無料シャト
ルバスも運行  10月14日（月・祝） 
 小貝川リバーサイドパーク  

茨城シクロクロスつくば事務局　
影山　☎０２９－８７５－８６７７

ハワイアンコンサート
ハワイアン音楽とフラダンス、ハ
ワイアンムードいっぱいのコン
サート  10月14日(月・祝)午後
０時30分～４時（開場正午）   取
手ウェルネスプラザ  茨城県南
ハワイアン協会　角

か く ご

五　☎０９０
－４７１６－８２２６

ふれあいまつり
 10月12日（土）午前９時30分～午

後３時  ＪＡとりで総合医療セン
ター  講演会、健康チェック、県
立藤代高校吹奏楽部演奏、和太鼓
演奏、模擬店、野菜即売、大抽選
会など  ＪＡとりで総合医療セン
ター　佐藤　☎７４－５５５１

モンペリ祭
 10月20日（日）午前10時～午後

４時  モンペリ広場（井野台1-22-
14-125、こ・こ・ろこども食堂）  
ヨーヨー釣り、ビンゴゲーム、駄
菓子、ポップコーンやフランクフル
ト、豚汁などの屋台、野菜販売な
ど   NPO法人こ・こ・ろ　志賀
　☎０８０－１３６９－５１５５

社交ダンス初・中級コース
 10月11日（金）から毎月第２・

４金曜日の午後１時30分～３時 
 藤代公民館  日本スポーツ協

会指導員がワルツ、チャチャチャ
などの基本種目やサンバなどを踊
れるよう指導  月1,000円  取
手市ダンススポーツ連盟　高畑　
☎０９０－４７２４－８８１８

市民テニスミックス
ダブルス選手権大会
 10月27日（日）午前８時30分

～午後４時※雨天中止  藤代ス
ポーツセンターテニスコート  
市内在住・在勤・在学・在クラブ
所属の高校生以上※現職コーチを
除く  先着24組  １ペア1,000
円（保険料含む）  はがきにペア
の住所、氏名、性別、電話番号、
団体所属の場合は団体名を明記の
上、〒302-0015井 野 台4-15-26
矢口弘宛て郵送または同内容を
山﨑宛てメール（terry0513_y@
yahoo.co.jp）で  10月18日（金）
必着  取手市テニス連盟　矢口
　☎７２－７４９７

N-TAC祭
 10月26日（土）午前10時～午後３

時※雨天決行  成田つくば航空専
門学校（取手西野1842）  空港で
使用されている特殊車両や航空機
の展示、模擬店、体験イベントな
ど  成田つくば航空専門学校　☎
０４７１－８８－７７８７

ラージボール卓球無料体験
秋の市民体験ウオーキング
◆ラージボール卓球無料体験…  
10月11日（金）午前９時30分～11
時30分  藤代スポーツセンター 
 室内用運動靴、飲み物※運動

のできる服装で参加を◆秋の市民
体験ウオーキング…  ①10月19
日②10月26日各土曜日の午前９
時～正午  ①市勤労青少年体育
センター前（市役所裏体育館）集合
②藤代庁舎前集合  ①取手の史
跡と茨城百景眺望を巡るウオーク
②小貝川上流へ中内方面の自然満
喫ウオーク※各約８km  飲み物
※運動のできる服装で参加を  
NPO法人取手セントラルクラブ　
ラージボール卓球…森　☎７３－
５８８３、市民体験ウオーキング
…五十嵐　☎７２－０３０４

（7）第１２７８号 令和元年 10月１日　発行

認知症になっても自分らしく暮らすために

 10月８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（10月） 会場・問い合わせ先

１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

３日（木）10:00～ さらの杜
もり
  ☎７０－２８０１

４日（金）10:00～ はあとぴあ  ☎７１－３２１０

12日（土）14:00～生協くらしのサポートセンター青柳（青柳480-2）  
☎８６－７６０３

25日（金）13:30～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  10
月11日（金）14:00～16:00 ・  
生協くらしのサポートセンター青柳
（青柳480-2）　☎８６－７６０３

家族の方が集える場

　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


