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太極拳・バドミントン
無料体験

◆太極拳  11月14日・21日の各
木曜日午後１時30分～３時  県南
防災センター◆バドミントン 初心
者歓迎  11月8日・22日各金曜日
午前９時30分～11時30分  藤代
スポーツセンター■共通事項  室
内用運動靴、飲み物※運動のできる
服着用  NPO法人取手セントラ
ルクラブ　太極拳：長嶋　☎８３－
５６７１、バドミントン：小野寺　
☎７４－１１７９

コーラスコンサート
 11月30日（土）午後２時から（開場

午後１時30分）  市民会館  さ
くらさくら、アメージング・グレー
スなど  一般500円、中学生以下
無料※チケットは（公社）市文化事業
団で発売中  のばらコーラスコン
サート実行委員会　鈴木　☎０９０
－２３０６－２１５４

合同写真展
取手市に拠点を置く写真同好グ
ループ4団体の合同写真展  11
月14日（木）～20日（水）午前10時
～午後６時※14日（木）は午後１時
から、20日（水）は午後４時まで  
取手ウェルネスプラザ  取手市
写真クラブ合同展実行委員会　成
田　☎０９０－４６０８－７３６０

縁結びプロフィール
大交換会

 11月24日(日)午後２時～４時
（受付午後０時45分）  牛久市中
央生涯学習センター（牛久市柏田
町1606-1）  結婚を望まれる45
歳未満の男女およびその親  先
着100人  1,000円  電話  
11月17日（日）  NPO法人いばら
き結婚支援の会　増田　☎７８－
５０７６

大人の遠足ウオーク
◆サケ産卵・真

も お か
岡SL見学ウオーク 

 11月10日（日）◆ようかんと成田
街散策ウオーク  11月15日（金）■
共通事項  取手駅西口改札前に午
前８時40分集合（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

 2020取手第九演奏会
合唱参加者募集

令和２年11月29日（日）市民会館
で開催する演奏会に参加しません
か。申込書は各公民館にあります。
詳しくはお問い合わせを  市民
会館  曲目：オラトリオ「四季」
より「冬」（ハイドン）、交響曲第九
番ニ短調・作品125「合唱付」（ベー
トーベン）  市内在住または近隣
市町村在住の方  先着250人  
一般…15,000円、学生…5,000円
※楽譜、教材は別途当日販売  
令和２年１月20日（月）  取手第
九実行委員会　安本　☎７８－
５１９１

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15日号
が11月15日（金）まで、１月１日
号が11月29日（金）までです
＝市制50周年記念、 ＝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 心に残るチャリティー

ダンスフェスティバル
参加費の一部を（社福）市社会福祉
協議会へ寄付  11月10日（日）午
後１時～４時30分  取手グリー
ンスポーツセンター  JBDF関
東甲信越アマチャンピオン塚田浩
二・綾夏組のデモなど  1,000
円（当日1,200円）  電話  取手
市ダンススポーツ連盟　高畑　☎
０９０－４７２４－８８１８

いい歯の日の催し
 11月10日（日）午前10時～午後

４時  取手歯科衛生専門学校
（台宿2-3136-8）※駐車場に限り
があるので公共交通機関のご利用
を  歯科健診、歯科相談、歯並
び相談、小学生以下フッ素塗布体
験、口腔がん検診など  上履き 
 野村歯科医院　野村　☎７４－

８８１１

講演会「檻の中のライオン」
 11月22日（金）午後１時45分～

４時15分（開場午後１時20分）  
取手ウェルネスプラザ  『檻の中
のライオン』著者が憲法について
分かりやすく解説する講演会  
楾
はんどう
大
た い き
樹氏（弁護士）  先着100

人  500円（資料代）  筆記用
具  檻の中のライオン講演会in
取手実行委員会（生活クラブ茨城取
手センター内）　小久保　☎８６－
６８００

子供教室
◆おもしろ英語「アメリカの感
謝祭とクリスマスの準備をしよ
う！」  11月24日（日）午前10時
～正午  みどりが丘幼稚園（本
郷4-10-7）  1,300円（教材費）
◆子どもサイエンス倶

ク ラ ブ
楽部「天体

望遠鏡を覗いて、宇宙の神秘に触
れよう！」  11月30日（土）※天
候不良の場合は12月14日（土）に
延期  次世代教育センター（下
高井1271-2）に午後４時20分集
合（午後８時30分解散）  1,500
円（教材費）※親１人分の参加費
は無料  軽食、飲み物、おやつ
など■共通事項  ４歳～小学生 
 15人  希望講座名、氏名、

学校名、学年、保護者氏名、連絡
先をメール（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

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：11月14日・
12月12日、サロンを支えるための
勉強会：11月28日・12月26日　各
木曜日午後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

講演会「こころの病の
理解と対応について」
 11月26日（火）午後１時30分～３

時30分  取手ウェルネスプラザ 
 統合失調症・そううつ病・発達

障害の症状の理解、家族・周囲のサ
ポートや関わり方など  堀孝文氏
（県立こころの医療センター病院
長）  先着50人  取手精神福祉
家族会ホットスペース　☎０８０－
１１０８－９２０２

オーディオ名曲コンサート
 11月17日（日）午後１時30分～

３時30分  戸
とがしら
頭公民館  即興

曲作品90（シューベルト）、交響
曲第５番「運命」（ベートーベン） 
 先着40人  200円（資料代） 
 戸頭ふれあいコンサート　森

　☎７８－１２４０

プログラミングで簡単な
ゲーム作り

 11月17日・24日各日曜日午前９
時30分～11時30分  ゆうあいプ
ラザ  教育用プログラミング環境
を楽しみながら体験  50歳以上の
両日とも参加できる方  先着８人 
 1,200円（２回分。資料代など） 
 パソコン  電話  11月10

日（日）  すこやかICT勉強会　森
　☎０８０－５４２９－４９６６（午
後５時～９時）

カラーセラピー・
ストレスチェック体験会
 12月８日（日）午後１時～３時30

分  福祉交流センター（市役所
敷地内）  小

こ と う だ
藤田淳二氏、吉田

由香氏  各５人  各500円（資
料代）  電話かショートメール
 11月30日（土）  こころのは

ね　吉田　☎０９０－４８２２－
５６７４

秋のわくわくおはなし会
 11月16日（土）午後１時～３時30

分  福祉会館（市民会館隣）  絵
本の読み聞かせ、紙芝居、パネル
シアター、折り紙工作など  とり
で・子どもの本の会　菅原　☎７４
－６７２１

ビデオ公開講座・
市民映画会

◆ビデオ公開講座  11月８日（金） 
 「超SF的社会見学」工場編　

◆市民映画会  11月10日（日）  
「闇芝居」■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

知ったかアート大学2019
 11月16日（土）午後１時～４

時（開場午後０時30分）  藝
げいだ い
大

食堂（東京芸術大学取手校地内、
小
お も ん ま
文間5000）  作ってたどる西

洋美術史（ワークショップ形式） 
 先着25人  500円（材料費） 
 はさみ  氏名、人数、連絡

先を明記しファクス（FAX８４－
１８７５）  NPO法人取手アー
トプロジェクトオフィス　☎８４
－１８７４（火・金曜日午後１時～
５時）

（11）第１２８０号 令和元年 11月１日　発行

認知症になっても自分らしく暮らすために

 11月12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。

◆オレンジファミリーカフェ  11
月８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
◆オレンジファミリーピア  11月
12日（火）13:30～  取手ウェル
ネスプラザ  高齢福祉課 ☎内線
１３０８

家族の方が集える場

日時（11月） 会場・問い合わせ先

５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

13日（水）10:00～カフェ・ウェルカム（藤代庁舎敷地内）　  藤代なご
みの郷　☎８２－７５３０

22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、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


