
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12月１日号
が11月１日（金）まで、12月15日
号が11月15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

未就学児親子で
ハロウィンパーティー
 10月25日（金）・26日（土）午前

10時～正午  25日：ゆうあいプ
ラザ、26日：寺原公民館  ゲー
ム、写真撮影、工作など※お菓子
配布、お土産あり  子供１人100
円（材料費）  電話   とりで親
子サークルゆめいろバス　中村　
☎０８０－１３１５－９５３５

鹿島神宮、
昭和記念公園ウオーク

◆鹿島神宮・カシマサッカースタ
ジアムウオーク  11月９日（土）
午前７時10分集合  鹿島神宮、
カシマサッカースタジアム、城山
公園散策など（約13km）◎鹿島神
宮駅での交通系ICカードの清算に
時間がかかるため、取手駅で切符
購入をお勧めします ◆昭和記念公
園ウオーク  11月23日（土・祝）
午前７時30分集合  昭和記念公
園散策（約10km）◎入園料別途 ■
共通事項  取手駅西口ペデスト
リアンデッキ集合※小雨決行。午
後３時30分ごろ現地解散  300
円（保険・資料代）※交通費別途  
飲み物、雨具、昼食  取手市歩
こう会　日野　☎７７－８８９１

遺言書セミナー
 10月27日（日）午後１時～２時  

福祉交流センター（市役所敷地内） 
 『自筆証書遺言書の書き方が緩和

されました』  串田直人氏（行政書
士）  300円（テキスト代）  30人 

 秋
こすもす

桜会　古谷　☎７８－７７７７

歌声広場
唱歌や歌謡曲を、アコーディオ
ンなどの伴奏で歌います  11月
２日（土）午後２時～４時  取手
おもしろコラボレーション（桑原
6-3）  300円（茶菓付き）  取手
おもしろコラボレーション　島田
　☎８６－６２６５

新四国相馬霊場巡り
◆北の鎌倉、我孫子の相馬霊場巡
り  10月27日（日）午前８時30分集
合※雨天時は11月３日（日・祝）に延
期  JR天王台駅北口  第65番～
55番～柴崎神社～ 27番～ 38番～
我孫子駅（午後０時30分ごろ解散、
約10km）◆小

おおほり
堀と中

なかびょう
峠、岡

お か ほ っ と
発戸を

お遍路  11月24日（日）午前８時
40分集合※雨天時は12月１日（日）に
延期  JR湖北駅北口  湖北薬師
堂～第76番～第９番小堀常円寺跡
と小堀の渡し～中峠城址公園～ 74
番～天王台駅（午後０時30分ごろ解
散、約10km）■共通事項  500円 

 新四国相馬霊場八十八ヶ所を巡
る会　熊倉　☎７３－３９０６

武術太極拳・
ココロア健康体操体験

◆武術太極拳 初心者歓迎  10
月26日（土）午前９時30分～ 11時
30分  取手小学校体育館 ◆コ
コロア健康体操  11月４日（月・
振休）・18日（月）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　武術太極拳：米久保　
☎７３－３５９０、ココロア健康
体操：宮﨑　☎０８０－３０８４
－０２９７

ふれあいの集い
 11月11日（月）午後１時30分～３

時30分  福祉交流センター（市役
所敷地内）  講演「ニセ電話詐欺に
ご注意」、演舞「よさこいソーラン」、
歌唱「カラオケ愛好会による懐かし
の歌」  取手市西部地区民生委員
児童委員協議会　横田　☎７８－
５９０７

凧
たこ

揚げ全国大会
全国各地の伝統凧、各種新しい凧
などが見られます。一緒に凧を揚げ
て楽しみませんか  10月27日（日）
午前10時～午後２時30分  取手
緑地運動公園多目的広場（利根川河
川敷）◎先着200人に凧をプレゼン
ト  日本の凧の会下総支部　中川
☎０４－７１８２－８０１１

歌を聴きながら
絵本作家の絵を楽しむ会

 11月10日（日）午後２時～３時 
 あけぼの  絵本作家の小林由

希さんが、歌手のりりぃさんの歌
を聴きながら絵を描きます  先
着40人  飲み物  NPO法人
活きる　宮脇　☎７３－８３６１

（平日の午前10時～午後３時）

住宅の新築リフォームほか 
無料相談会

 10月27日（日）午後１時～５時 
 福祉交流センター（市役所敷

地内）  地元の大工や左官など
職人による住宅の新築・リフォー
ムなどの無料相談※相談予約や当
日の電話相談も可◎業者、職人向
けに建設組合の説明会も同時開催 

 茨城県南建設組合相談室　☎
０７０－１５８５－７７８８

菊花展
 11月２日（土）～５日（火）午前９

時～午後３時※５日は正午まで  
寺原公民館  菊花の展示、小菊
の鉢植え  取手菊友の会　大久
保　☎０８０－４４２２－２７４８

楊
よ う め い じ

名時健康太極拳
無料体験

 11月11日・18日各月曜日の午
後１時～３時  白山公民館  飲
み物、タオル※運動のできる服着
用  恵心白山　山口　☎７４－
７６９４

秋の樹木・野草観察会
里山の深まりゆく秋をテーマに、
紅葉、ドングリ、秋の七草を観察
します  10月26日（土）午前９時
15分～正午※小雨決行。荒天時
は27日（日）に順延  農業ふれあ
い公園駐車場集合（市之代570）  
的場伸一氏〔（公社）日本植物友の会
理事〕  筆記用具※長袖・長ズボ
ン着用  いちょうの会　渡辺　
☎０８０－１２４２－２３８５

市民将棋大会
 10月26日(土)午前９時～午後５

時  藤代公民館  クラス別総平
手５回戦(A：３段以上、B：初段・２段、
C：級位者)※賞品あり  高校生以
上1,000円、中学生以下500円(昼食、
お茶付き)  取手市藤代将棋会　
森　☎０８０－５０９９－４０８９

M
マ ッ チ

ATCH M
マ ー ケ ッ ト

ARKET からのお知らせ

　MATCH MARKET 出店に向けた説明会を開催します。自分の内側に
ある迷いや疑問などを、表に出してみることから始めてみませんか？

〈期日〉10 月 23 日（水）午後２時～３時 30 分
〈申込〉電話かメール（info@match-town.jp）で

◆ MATCH MARKET 説明会

■共通事項
〈会場〉MATCH MARKET（ボックスヒル取手１階）

 （一社）とりで起業家支援ネットワーク（Matchとりで）
 ☎０１２０－７３７－７７９（平日午前10時～午後５時）

◆ MATCH マルシェ開催！
　「取手で秋の味覚フェア 2019 秋」と題して取手のおいしいものが大
集合します。

〈期日〉10 月 25 日（金）～ 27 日（日）
〈出展時間〉午前 11 時から※終了時間は出店者によって異なります
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子育て支援関連施設イベント情報

　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（５日・11日・18日・25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。市外利用者は割り増し
 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

11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

絵本の読み聞かせ
14日（木）
21日（木）
11：45～

12日（火）
11：30～

14日（木）
11:30 ～

13日（水）
11:40 ～

おもちゃ病院　～ 11:30 15日（金） 18日（月） １日（金） 15日（金）

詳しいイベント情報
はこちらから

誕生会
15日（金）午前

期日 時間 内容
６日（水） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

８日（金）～ 10日（日） 終日 さかなつりをしよう！

14日（木）～ 16日（土） 終日 秋のフレームをつくろう！14・15
日：先着10人、16日：先着20人

21日（木） 11:00 ～ 11:20 誕生会

26日（火） 終日 ボウリングであそぼう！

29日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定




