
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４月１日号が
２月28日（金）まで、４月15日号
が３月13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

自
じ き ょ う

彊術無料講習会
 ３月７日・21日各土曜日の午

前10時～ 11時30分  福祉会館
（市民会館隣）   運動のできる
服着用※３月７日のみヨガマット 

 電話  ３月５日（木）  さざ
波会　髙澤　☎７７－０４４４

ソフトボール・
ココロア健康体操体験

初心者歓迎◆ソフトボール  ３
月２日・９日・16日・23日各月
曜 日、 ３ 月 ５ 日・12日・19日・
26日各木曜日の午前９時～ 11時 

 取手緑地運動公園ソフトボー
ル場（利根川河川敷）  飲み物※
運動のできる服着用◆ココロア
健康体操  ３月２日・16日各
月曜日の午後１時～２時30分  
旧井野小学校プレイルーム  飲
み物、室内用運動靴※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　ソ
フトボール…長谷川　☎０９０
－８５８８－６７８３、ココロ
ア健康体操…宮﨑　☎０８０－
３０８４－０２９７

ハーモニカ演奏会
 ３月８日（日）午後１時～３

時30分（開場午後０時30分）  
福祉会館（市民会館隣）  米山
栄
ひ で お

男氏（日本ハーモニカ芸術協会
（佐秀会）師範）  曲目：ゆけゆ
け飛

ひ ゅ う ま
雄馬、切手のないおくりも

の、北国の春　ほか  ハーモニ
カメイツ取手　池嶋　☎８２－
７６２８

ふれあいの集い
 ３月７日（土）午後１時30分～

３時30分  井野公民館  紙筒
リレー、ボウリング、ボッチャ

（パラリンピック正式種目）※花鉢
プレゼントあり  65歳以上の方 

 先着50人   上履き、タオル、
飲み物  電話  ２月25日（火） 

 取手地区民生委員児童委員協
議会　猪瀬　☎７２－１４２５

健康ボウリング教室
 ①３月２日～４月13日各月曜日

午後７時30分～ 10時②３月４日
～４月８日各水曜日午後２時～４
時30分③３月６日～４月17日各金
曜日午後２時～４時30分  フジ
取手ボウル（寺田4988）  各先着
20人  3,000円（全６回。教材費、
貸靴、ゲーム代込み）  フジ取手
ボウルへ電話（☎７３－２０３１） 

 各コース初日当日  取手市ボ
ウリング連盟　青木　☎０９０－
２２３５－２９２６

オストミー講習会
 ２月22日（土）午前10時～午後

２時30分（受付午前９時30分）  
土浦市総合福祉会館（土浦市大和
町9-2ウララ２ビル）  オストメ
イト（人工肛門・人工膀

ぼ う こ う
胱保有者）

のための講習会  佐々木信子氏
（皮膚・排せつケア認定看護師） 

 オストメイトとその家族  
1,000円（弁当代含む）  電話  

（公社）日本オストミー協会茨城県
支部南部地区　熊

く ま が い
谷　☎０２９７

－５２－４４２０

池上本門寺・
越谷レイクタウンウオーク
◆池上本門寺と洗足池ウオーク

 ３月７日（土）午前７時30分 
 池上本門寺に参拝、池上梅

園（入園料65歳以上無料、65歳
未満100円）と洗足池を散策（約
10km）◆ 越 谷 レ イ ク タ ウ ン ウ
オーク  ３月21日（土）午前８
時  南越谷駅から親水緑道を歩
き、越谷レイクタウン内を楽しむ

（約９km） ■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

歌声広場・
オペラdeコンサート

◆歌声広場  ３月７日（土）午
後２時～４時  300円（茶菓付
き）◆オペラdeコンサート  ３
月21日（土）午後２時～３時30分  

 出演：小川嘉
か よ

世（ソプラノ）、
飯沼友

と も の り
規（テノール）、谷塚裕美（ピ

アノ）  500円（茶菓付き）■共通
事項  取手おもしろコラボレー
ション（桑原6-3）  取手おもし
ろコラボレーション　島田　☎
８６－６２６５

楽ちん介護講習会
 ３月15日（日）午前９時～正午 
 あけぼの（寺田4723）  腰に

負担が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  飲み物※運動のでき
る服着用  NPO法人活

い
きる　

宮脇　☎７３－８３６１（平日午
前10時～午後３時）

会場・電話番号 日時 内容

戸
とがしら

頭公民館
☎７８－３０８１

２月29日（土）
３月１日（日）

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 15:00

芸能発表会、作品展示、
体験コーナー・喫茶コー
ナー、お茶席

久賀公民館
☎８３－６８７７

２月29日（土）
３月１日（日）

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 14:00

作品展示
１日のみ…模擬店、喫茶
室、太鼓の演奏　ほか

相馬公民館
☎８３－１４２９ ３月１日（日） 9:30 ～ 15:00

芸能発表会、パッチワー
ク展示、スポーツ吹き矢
体験

寺原公民館
☎７３－１８５１

３月７日（土）
３月８日（日）

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 15:00

芸能発表会、作品展示、
模擬店
７日のみ…お茶席、着付
け実演、昔遊び

山王公民館
☎８５－８３５２

３月７日（土）
３月８日（日）

13:00 ～ 17:00
10:00 ～ 15:00

作品展示、喫茶コーナー、
模擬店
８日のみ…親子ペタンク
大会

公民館まつり
　市内各公民館では、２月から３月にかけて公民館まつりを行っています。
公民館まつり期間中はまつり以外の利用はできませんので、ご了承ください。

（7）第１２８７号 令和２年２月１５日　発行

　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・30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

子育て支援関連施設イベント情報３月

期日 時間 内容
３日（火） 終日 おひなさまフォトコーナー
13日（金） 11:00 ～ 読み聞かせ
17日（火） 11:00 ～ 誕生会
19日（木） 10:00 ～正午 身体測定
25日（水）～ 29日（日） 終日 さかなつりをしよう！

〈日時〉４月１日（水）午前８時15分集合
〈集合場所〉市民会館
〈内容〉午前8時30分市民会館出発→戸定邸・
戸定歴史館（ガイド付き）→米屋観光セン
ター（昼食）→成田山新勝寺参拝・散策→東
薫酒造→佐原の街散策→午後５時30分市民
会館解散予定

〈定員〉最小催行人数35人
〈料金〉8,000円（バス代・昼食・保険代）
〈申込〉電話

徳川将軍ゆかりの戸
とじょ う

定邸と成田山参拝
東
とうく ん

薫酒造と佐原の街バスツアー
 (公財)市文化事業団　☎７３－３２５１

地域子育て支援センター
詳しいイベント情報
はこちらから

　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
　 井野なないろ地域子育て支援センター　☎８５－２５２５

誕生会
13日（金）午前

内容 白山 戸頭 藤代 井野なないろ

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 ～

17日（火）
11:40 ～

おもちゃ病院　～11:30 27日（金） 16日（月） ６日（金） 13日（金）

戸定邸


