
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１月１日号が
11月29日（金）まで、１月15日号
が12月11日（水）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

吹奏楽団演奏会
 12月８日（日）午後２時から

（開場午後１時30分）  市民会館 
 曲目：吹奏楽のための民話（コ

ウディル）、スラブ行進曲（チャ
イコフスキー）、英雄の証「モンス
ターハンター」より （甲田雅人）ほ
か  取手市吹奏楽団実行委員会
　☎０５０－３４５８－８２７１

ココロア健康体操・
バウンドテニス体験

◆ココロア健康体操  12月２日
（月）・16日（月）午後１時～２時
30分  旧井野小学校プレイルー
ム ◆バウンドテニス  12月４
日・11日・18日・25日各水曜日
の午後１時～３時、12月６日・
13日・20日・27日各金曜日の午
前９時30分～ 11時30分  旧井
野小学校体育館 ■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　ココ
ロア健康体操…宮﨑　☎０８０
－３０８４－０２９７、バウン
ドテニス…長谷川　☎０９０－
３６９６－５５２０

グラウンドゴルフ体験会
 11月26日（火）・28日（木）午前

９時～ 11時  藤代スポーツセ
ンター  飲み物、タオル  グ
ラウンドゴルフ友好会　松石　☎
０９０－３２１６－５１５０

東京芸術大学学園祭　アートパス 2019

 ～藝
げ い さ い

祭E
エ キ シ ビ ジ ョ ン

xhibition ～

 東京芸術大学先端芸術表現科合同教員室
 　☎０５０－５５２５－２５９５

バシェ音響彫刻コンサート

学生による作品展示、コンサートや工房ワークショップなど

〈日時〉11月30日（土）・12月１日（日）午前10時～午後5時
〈会場〉東京芸術大学取手校地（小

お も ん ま
文間5000）

〈内容〉バシェ音響彫刻コンサート、木工、鋳造、七宝、石材、塗装、
紙すき体験など

〈入場料〉無料
〈入場〉直接会場へ
※ワークショップは事前申込制・有料のものもありま
す。詳しくはホームページ（http://toridegeisai.geidai.
ac.jp/2019/）をご覧ください

踊り体験
「奴

やっこ
さん」の曲に合わせて、粋な筋

トレをしてみませんか  12月５
日（木）午前９時30分～ 10時  
あけぼの  60歳以上の元気な方 

 鈴
す ず め

萌の会（松の会）　鈴木　☎
０９０－４６６２－４１２１

いばらき出会いサポート
センター出張結婚相談
 11月21日（ 木 ）午 前10時 ～ 午

後４時  市議会棟  結婚を希
望する方とその家族  いばら
き出会いサポートセンター県南
センター　☎０２９－８３０－
７５０２

スポーツ交流
 12月１日（日）午後１時30分～

４時  福祉交流センター（市役
所敷地内）  ボッチャ（パラリ
ンピック正式種目）・吹き矢・輪
投げ  200円（保険代）  飲み
物  チャレンジの広場　勝山　
☎０９０－１８８４－３１１２

歳末助け合い運動
托
た く は つ

鉢にご協力を
歳末助け合い運動の一つとして

「托鉢」を行います。寄せられた善
意は社会福祉協議会へ寄付します 

 12月６日（金）午前10時～正午
※雨天時は12日（木）  ①念仏院

（東）～本願寺前左折～井野団地
～台宿坂上～弘

ぐぎょう
経寺

じ
（白山）～市

役所②念仏院（東）～市民会館入
口～取手駅東口～台宿坂上～弘経
寺（白山）～市役所  取手市仏
教会　弘経寺　☎７２－０２８９

東京山の手、
豊洲市場ウオーク

◆東京山の手散策ウオーク  12
月７日（土）午前７時40分集合  
高輪、恵比寿ガーデンプレイス、
渋谷、代々木公園散策（約11km）
※午後３時30分ごろ現地解散 ◆
豊洲市場見学ウオーク  12月
21日（土）午前７時15分集合  
豊洲市場見学、オリンピック選
手村周辺散策（約10km）※午後１
時20分ごろ月島で解散 ■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  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

プサルタリー＆ギター
クリスマスコンサート
 12月８日（日）午後２時～４時

（開場午後１時30分）  エスカー
ド生涯学習センター（牛久市牛久
町280）  曲目：ウィーンわが夢
の街（ジーチンスキー）、クリスマ
スソングスほか◎終演後、抽選で
楽器などのプレゼントあり  プ
サルタリー＆ギターアンサンブル
　加藤　☎８２－６４８４

健康麻
マージャン
雀大会

 11月29日(金)午前９時20分～
午後５時40分  寺原公民館  
点数計算ができる方  先着48
人  2,000円（昼食付き）※当日
徴収  往復はがきに①住所②氏
名③生年月日④電話番号を明記の
上、〒302-0034戸

とがしら
頭2-5-6高橋

忠道宛て郵送  11月25日（月）
必着  高橋忠道健康麻雀クラブ
　高橋　☎０９０－２４７９－
０３３１
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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（２日・９日・16日・23日・29日～ 31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

12月

期日 時間 内容
３日（火） 11:00 ～ 11:15 読み聞かせ

12日（木）～ 14日（土） 終日 クリスマスお昼寝アート

18日（水） 11:00 ～ 11:20 誕生会

20日（金） 10:00 ～ 12:00 身体測定

22日（日） 11:00～、15:00～サンタさんからすてきなプレゼント

26日（木）～ 28日（土） 終日 ゆらゆらだるまをつくろう！
※各日限定 20人

　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
12日（木）
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
13日（金）午前

※４日（水）～６日（金）は全ての支援センターでクリスマス会が行われます。参加には申し
込みが必要です。３日（火）～６日（金）の午後は全ての支援センターがお休みとなります


