平成 30 年 5 月 1 日発行

Toride Mainichi

～健康と美容の教室～

スマイル

予約制

5月

～

🌼お一人でも参加できる雰囲気です🌼
7 日(月)11:00～ 心・色いろカフェ♡
しょう🍂

Vol.197

あなたに似合う色を見つけま

2 回目参加：あなたが輝く best の口紅の色は💄

CAFÉ RESTAURANT そよかぜ

～

そよかぜは、
「茨城県障害福祉サービス事業」で、県指定を受けて
NPO 法人らしん盤が運営しています。画廊喫茶として毎月素晴らし
い作品を展示しています。展示ご希望の方は、そよかぜまで。今月

7 日(月)13:00～ 目指せ‼マイナス５才、ツヤツヤ肌♡

の展示は、谷千里様の版画・デッサン・水彩画です。

10 日(木) 11:00～ 魅せカラ🎤（まねき猫 取手東口店）

＊ランチメニュー(茨城産こしひかり、野菜中心のヘルシーメニュー

お好きな曲で個人指導します♪

60 分／人

10 日 14 日 21 日 25 日 癒しホッカホカカフェ♬
（秘密の機械で体を温めます）
14 日(月)11:00～ 50 代から輝きたい人のための
人相学で幸せ顔セミナー😊
21 日(月) 11:00～

美味しい韓流講座🌶（オイキムチ）お土産付き
料理を作って食べて楽しみ、韓国語で挨拶を♬

コーヒー又は紅茶付）700 円)
月

カレー・パスタ

火・金

おまかせランチ

水

洋食のワンプレートランチ

木

和食のワンプレートランチ

♪歌声喫茶のご案内♪ ケーキセット付 1,100 円 🍰
7 月 25 日・10 月 25 日

日時

午後 2 時～4 時

22 日(火) 13:00～ 魔法の手当て療法“タッチフォーヘルス”体験会

問

24 日(木) 13:00～ 自然治癒力アップ！ボディトーク療法

℡ 84-6475 土日祝休 営業時間 11:30～16:00 ランチ～13:30

25 日(金)10:30～

☆そよかぜ 2

アロマワックスバー🌼
ふんわり香るおしゃれなインテリアに♪

そよかぜ

取手市寺田 6337（国道 294 号線市役所向い）
フジ取手ボウル内

土日祝休 10:00～16:00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

30 日(水)11:00～ スマイル!(^^)!ボイストレーニング♪

～

🍀毎週木曜日 韓国語レッスン（個別）60 分／人 初級～上級 OK♬

Café 温々亭

5 月の予定

～

お気軽にお立ち寄りくださいね
11 日(金)・21 日(月)時間予約→素肌洗顔

ぜひチャレンジしてみませんか!(^^)!

14 日(月)・15 日(火)時間予約 → 美顔エステ￥3500

問

韓国ドラマやＫ-POP がお好きな方！！
～健康と美容の教室～スマイル

📞090-2767-7600

17 日(木)時間予約 → ラッキーペイント￥1500～

場所：ザ・ステーションラウンジ内（取手駅東口駅前）

18 日(金)10:30～→ブレインジム￥1000

詳しくは Facebook 健康と美容の教室 スマイル で検索！

18 日(金)13:30～→お茶会¥1200

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

21 日(月)時間予約→鍼灸相談￥2500

『スタジオ５０５』5 月の予定

21 日(月)気まぐれパン販売￥130～

取手駅西口前のリボンとりで 5 階へお気軽にお立ち寄りください。

22 日(火)14:00～→笑いヨガ

10 日(木) 13:00

手編み教室・花笑 (大久保郁子)

23 日(水)11:00～→折り紙￥500

11 日(金) 13:00

超初心者向けパソコン教室 (悠遊知適)

24 日(木)18:00～→Joy カラ￥2000

12 日(土) 10:30、13:30

キッズプログラミング教室《無料説明会》

(デジマインド)

●トークセン→時間予約ご相談ください。

13 日(日) 10:30、13:30

親子で学ぶキッズプログラミング体験会

(デジマインド)
16 日(水)

25 日(金)11:00～→ニットソーイング教室展示即売会
※4 月 29(日)～5 月 6 日(日)は、お休みとなります。
定休日は、水・日・祝日 です。

キッズプログラミング教室平日コース (デジマインド)

営業は、A.m.11:00～P.m. 6:00 です。

17 日(木) 10:30

取手笑いヨガクラブ (京泉裕子)

17 日(木) 13:00

Cafe de お茶会 (京泉裕子)

問 Café 温々亭 本郷 2-6-31 ℡72-7166

18 日(金) 13:00

超初心者向けパソコン教室 (悠遊知適)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

19 日(土)

キッズプログラミング教室土曜コース (デジマインド)

20 日(日) 14:00
23 日(水) 19:00

影絵劇ワークショップ(梅津勝明)
ミニマインドマップ超入門 (デジマインド)

24 日(木) 13:00

手編み教室・花笑(大久保郁子)

29 日(火) 13:00

超初心者向けパソコン教室 (悠遊知適)

30 日(水)

2 階レンタルルームも、ご利用ください。

キッズプログラミング教室平日コース (デジマインド)

6 月 1 日(金) 17:00

取手 コスプレ超会議 (ToriCos Vol.2)

◎スマホ＆タブレット相談サロン (iPhone 修理リペア君)
毎週月・火・木・金の朝 10:00-11:00、事前予約制

小沼新聞舗チケットお取り扱い中
♪取手 JAZZ DAYz!2018 プロステージ
日程

チケット販売中♪

2018 年 5 月 19 日(土)20 日(日) 開場 16：30

開演 17：00

5 月 19 日(土)
17：00 じゃず撫子

featuring はたけやま裕

18：30 国府弘子スペシャルトリオ

guest

押尾コータロー

5 月 20 日(日)
17：00 奥田 弦トリオ 他
18：30 寺井尚子クインテット

その他の催しなど詳しくは「スタジオ 505」フェイスブックページ

会場

でご確認ください。

☆特設会場《Panda☆デッキ、中庭特設ステージ》は、無料です。

問 080-2336-5244

fb.me/studio505ribon

・・・・・・・・・・・・プチ情報・・・・・・・・・・・・・・
リボンとりで発行「リボちら」5 月号特集「取手駅周辺散策コース」(情
報提供 取手の坂道愛好会)は、リボンとりで３階に設置されています。

ステージメイン会場

取手市民会館大ホール

屋台も出ますので、のんびりゆっくりお楽しみください。
料金

前売り 2500 円(当日 3000 円)

小沼新聞舗にて販売中です。
問

公益財団法人取手市文化事業団☎0297-73-3251

