
概要 会場

時間 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 (一社）市民講座運営委員会　℡：03-3222-3633  

概要 ピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 通常教室10:00～　 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 通常教室1,700円　 申込期間 定員になり次第締め切り

連絡先 錦織音楽教室　℡：0297-72-2790

概要 会場

時間 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 取手ウェルネスプラザ　℡：0297-71-2122

概要 会場

時間 申込方法

参加費

連絡先 (株)エムディー　℡：0297-44-5861　Email:com@joso.net  

概要 会場

時間 申込方法

参加費

連絡先 小泉眞理子（20：00以降）℡：0297-82-5615　Email：toride.nt.311@gmail.com

10日

柳田邦男　講演会
講演会 1F 多目的ホール

13:30開場　14:00開演 FAX:0297-75-4131 メール・郵送にて

『いのちを尊ぶ心～困難な時代を生きぬく～』
前売り1,000円　当日1,200円(土)

10日

心理カウンセリング
講座 1F セミナールームA

10:00～17:00 事前申し込み

＆コーチング1級認定
6,800円(土)

2F クッキングスタジオ

10:00～13:00 電話にて事前申し込み

～フレンチ初級～
2,500円（食材費込み） 満員につき受付終了

8日 らくらくピアノ教室

8日
元大使館料理長の料理教室

料理教室

(木)

(木)

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

9月1日～9月10日 取手ウェルネスプラザ

5日 市民講座塗り替えセミナー

講座 1F セミナールームA

10:00～12:00/14:00～16:00 事前申し込み

無料
(月)



概要 会場

時間 申込方法

参加費

連絡先 (株)エムディー　℡：0297-44-5861　Email:com@joso.net  

概要 会場

時間 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 取手ウェルネスプラザ　℡：0297-71-2122

概要 チャリティ カラオケ大会 会場

時間 10:00～18:00 申込方法

参加費 観覧無料

連絡先 山本 宏　℡：090-3904-7995

概要 パン作り 会場

時間 13:30～15:30 申込方法

参加費 2,000円(材料費・レシピ代)

連絡先 椎名裕美　Email：tanoshiinapan@gmail.com

概要 お話会 会場

時間 13:00～ 申込方法

参加費 無料

連絡先 田中苗江　℡：0297-78-2538

(日)

(土)

(土)

(日)

(月)

2F クッキングスタジオ

電話にて事前申し込み

満員につき受付終了

1F セミナールームB

1F 多目的ホール

直接会場へ

事前申し込み

2F クッキングスタジオ

事前申し込み
たのしいなパンクラブ

2,500円（食材費込み）

がんサロンとりで

元大使館料理長の料理教室
料理教室

17日

17日

10:00～13:00

～イタリアン初級～

第6回活き生きとりでカラオケ大会

19日

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

9月11日～9月20日

11日 コミュニケーション能力1級認定

講座

10:00～17:00

6,800円

1F セミナールームA

事前申し込み

取手ウェルネスプラザ

18日



概要 会場

時間 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 取手ウェルネスプラザ　℡：0297-71-2122 

概要 会場

時間 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 フラワーアートしゃぼん玉　篠根　℡：090-9393-9376

概要 ピアノ教室 会場

時間 10:00～ 申込方法

参加費 通常教室1,700円　 申込期間

連絡先 錦織音楽教室　℡：0297-72-2790

お電話にて事前申し込み

定員になり次第締め切り

1F セミナールームB

電話にて事前申し込み

定員になり次第締め切り

1F セミナールームB

27日 らくらくピアノ教室

1,000円（茨城県産茶葉使用手作りスコーン付き）

23日 ハロウィンをかざろう

フラワーアート

10:00～12:00

2,500円

(火)

(木)

(金)

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

9月21日～9月30日

22日
意外と知らない

紅茶の基本講座

13:30～15:30

     紅茶の正しい入れ方講座

取手ウェルネスプラザ

1F セミナールームB

電話にて事前申し込み

満員につき受付終了



概要 運動会・紙飛行機コンテスト・タンゴライブなど 会場 全館

時間 昼の部10:00～15:00 夜の部16:00～18:00 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 無料

連絡先 取手ウェルネスプラザ　℡：0297-71-2122 

概要 ピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 通常教室10:00～　 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 通常教室1,700円 申込期間 定員になり次第締め切り

連絡先 錦織音楽教室　℡：0297-72-2790

概要 年金相談会 会場 1Ｆ セミナールームA

時間 10:00～16:00 申込方法 お電話または郵便局窓口にて事前申し込み

参加費 無料 申込期間 9月30日(金)※定員になり次第締め切り

連絡先 日本郵便株式会社　藤代山王郵便局　℡：0297-85-8428

概要 タブレット・スマートフォンによるピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 ①9：30～10：30　②10：30～11：30 申込方法 往復はがきにて　各クラス10人※多数は抽選

参加費 3,000円 　講師：平川昭子氏　高山妙子氏 申込期間 9月23日（金）※必着

連絡先 スポーツ生涯学習課　0297-74-2141　内線2058

概要 ピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 通常教室10:00～　 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 通常教室1,700円  　 申込期間 定員になり次第締め切り

連絡先 錦織音楽教室　℡：0297-72-2790

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

10月1日～10月31日 取手ウェルネスプラザ

1日
ウェルネスプラザ1周年
記念イベント

(土)

4日 らくらくピアノ教室

15日

18日 らくらくピアノ教室

9日 年金相談会

タブレットとスマートフォンによる

     ピアノ講座　　（高齢者向け）

(火)

(日)

(土)

(火)



概要 音楽等芸能祭 会場 1F 多目的ホール

時間 9:10開演　20:00終演 申込方法 直接会場

参加費 無料 申込期間

連絡先 石田征男　℡：090-6535-8261

概要 タブレット・スマートフォンによるピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 ①9：30～10：30　②10：30～11：30 申込方法 往復はがきにて　各クラス10人※多数は抽選

参加費 3,000円 　講師：平川昭子氏　高山妙子氏 申込期間 9月23日（金）※必着

連絡先 スポーツ生涯学習課　0297-74-2141　内線2058

概要 「サエラ」コンサート 会場 1F 多目的ホール

時間 14:00開演(13:30開場) 申込方法 直接会場

参加費 無料

連絡先 取手ウェルネスプラザ　℡：0297-71-2122 

(土)

(土)

懐かしの歌謡曲

　　秋風を奏でるコンサート
22日

22日
タブレットとスマートフォンによる

     ピアノ講座　　（高齢者向け）

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

10月1日～10月31日 取手ウェルネスプラザ

19日 ハーモニー芸能祭(水)



取手ウェルネスプラザ

概要 ｺﾝｻｰﾄ 会場 1F 多目的ホール

時間 14:00開演(13:30開場) 申込方法

参加費 2,000円(取手市音楽家協会「友の会会員」1,800円) チケット取り扱い (財)取手市文化事業団・取手市音楽家協会会員

連絡先 0297－78－5191　(安本)

概要 ｺﾝｻｰﾄ 会場 1F 多目的ホール

時間 13:00～16:00 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 全自由席　2,500円 申込期間 当日も受付いたします

連絡先 ﾐｭｰｼﾞｯｸｵﾌｨｽ大内　080-8868－4734

概要 ｺﾝｻｰﾄ 会場 1F 多目的ホール

時間 14:00開演(13:30開場) 申込方法 メール・お電話にて事前申し込み

参加費 前売り：一般2,000円・学生1,500円　/  当日：一般2,500円・学生2,000円

連絡先 上原裕子　Email：info@piano-heart.com  ℡：090-5751-8183

概要 近日発表 会場 全館

時間 10:00～15:00 申込方法

参加費 申込期間

連絡先 取手市役所　健康づくり推進課　℡：0297-74-2141

概要 ｺﾝｻｰﾄ 会場 1F 多目的ホール

時間 15:00開演(14:30開場) 申込方法 メールにて事前申し込み　

参加費 前売り券4,000円　当日券4,500円　全席指定

連絡先 鈴木　Emil：otokomae2016@jcom.zaq.ne.jp

(日)

(土)19日 男前ｺﾝｻｰﾄｉｎＴｏｒｉｄｅ

13日 第2回取手市健康まつり

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

11月1日～11月30日

3日
取手市音楽家協会

ピアノジョイントコンサート

(木)

4日 隼トシヒデ＆シーバード

6日
オータム・コンサート

～樹が奏でる秋の響き～

(金)

(日)



取手ウェルネスプラザ

概要 お話会 会場 1F セミナールームB

時間 13:00～ 申込方法 直接会場へ

参加費 無料

連絡先 田中苗江　℡：0297-78-2538

概要 ピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 通常教室10:00～　 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 通常教室1,700円　 申込期間 定員になり次第締め切り

連絡先 錦織音楽教室　℡：0297-72-2790

概要 タブレット・スマートフォンによるピアノ教室 会場 1F セミナールームB

時間 ①9：30～10：30　②10：30～11：30 申込方法 往復はがきにて　各クラス10人※多数は抽選

参加費 3,000円 　講師：平川昭子氏　高山妙子氏 申込期間 9月23日（金）※必着

連絡先 スポーツ生涯学習課　0297-74-2141　内線2058

概要 健康体操 会場 2F 健康スタジオ

時間 10:00～ 申込方法 お電話にて事前申し込み

参加費 （月4回）3,000円/賛助会費（年）3,000円 　申込期間 定員になり次第締め切り

連絡先 高澤　℡：0297-77-0444

30日

タブレットとスマートフォンによる

     ピアノ講座　　（高齢者向け）

自彊術・新樹会

(土)

(水)

26日

平成28年9月度　～　平成28年11月度　<イベント>

11月20日～11月30日

21日 がんサロンとりで

24日 らくらくピアノ教室

(月)

(木)


