平成 30 年 8 月 1 日発行

Toride Mainichi

キッズ・プログラミング

入門教室を開催します

取手駅西口前スタジオ 505 にて、
「90 分キッズ・プログラミング

Vol.200

の展示は、木曜会 5 人展（油絵、水彩等）です。＊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コーヒー又は紅茶付）

入門教室」が開催されます。楽しいプログラミング体験を通して、

700 円) 夏休みは、8 月 13 日から 15 日です。

ＡＩ時代に必要な発想力が育めます。必要な機材はすべてご用意し

月

カレー・パスタ

ていますので、パソコンをお持ちでない方も安心してご参加いただ

火・金

おまかせランチ

けます。入門教室では 2020 年から予定されているプログラミング

水

洋食のワンプレートランチ

教育必修化など、お父さんお母さんの疑問や不安にもお答えします。

木

和食のワンプレートランチ

日時：8 月 12 日（日）10：30～12：00

♪歌声喫茶のご案内♪ ケーキセット付 1,100 円 🍰

会場：スタジオ５０５（取手駅西口前りぼんとりで 5Ｆ）

日時

対象：年長〜小学校６年生とご家族

問

参加費：Toride Ｍainichi 読者様特別価格 2,000 円

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

（通常価格 3,000 円。当日受付にて「Toride Mainichi を見た」と

☆そよかぜ 2

お伝え下さい）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

10 月 24 日（水） 午後 2 時～4 時
取手市寺田 6337（国道 294 号線市役所向い）

そよかぜ

土日祝休 10:00～16:00

フジ取手ボウル内

ザ・ステーションラウンジ

詳細・お申込：https://digimind.jp/mainichi1808

～キャンペーンお知らせ～

8 月 1 日(水)～8 月 31 日（金）貸切キャンペ―ンとさせて頂きます。

デジマインド（代表 金子正晃）
また、１日でゲームなどの作品が完成する『１ＤＡＹ 教室』と、

2,000 円（税込）/３時間でご利用いただけます。お仕事の打合せ場

じっくり学べる『３ＤＡＹＳ 教室』の２つの種類の夏休み特別教室

所として、またイベントやセミナー会場としても是非お気軽にご利

の詳しいスケジュールは『スタジオ 505』8 月の予定をご覧下さい。

用ください。※検索 Facebook

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

場所：ザ・ステーションラウンジ（取手駅東口駅前）

『スタジオ 505』8 月の主な予定

ステーションラウンジ取手駅東口

問📞090-2767-7600

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。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
○こどもアートフェスタ 8/5(日)-6(月) 10:00

Café 温々亭の 8 月

○取手コスプレ超会議 (ToriCos Vo.3) 8/17(金) 17:00

2 日(木)時間予約→若返りジェル￥1,000 (ジェル持参で無料)

○夏季集中プログラミング教室 3Days

11 日(土)～16 日(木)お休み

8/20(月)〜22(水)・8/27(月)〜29(水) 10:10〜12:00

17 日(金)10:30～→ブレインジム￥1,000

○夏季集中プログラミング教室 1Day

23 日(木)時間予約→ラッキーペイント￥1,500～

ゲームを作ろう《低学年》

8/12(日)・20(月) 13:00

23 日(木)18:00～→カラオケレッスン￥2,000

ゲームを作ろう《高学年》

8/27(月) 13:00

25 日(土)お休み

(ゆめまっぷの会

星あかりに参加)

動く模様で音楽を奏でよう《高学年》 8/1(水) 13:00

29 日(水)11:00～→折り紙￥500

プログラミング自由研究 《低学年》8/8(水) 《高学年》8/22(水)

※お休みが多くなります。ご了承下さい。

○取手笑いヨガクラブ

8/2(木)・16 日(木) 10:30

○あがり症克服・話し方講座

営業時間 A.m.11:00～P.m. 6:00

8/4(土) 18(土)

2 階レンタルルームも、ご利用ください。

実践入門講座 15:00 、傾聴講座 17:00 、語らいサロン 18:30
○あがり症克服・話し方講座

定休日 水・日・祝日

8/26(日)

問 Café 温々亭 本郷 2-6-31 ℡72-7166
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

実践入門講座 10:30 、語らいサロン 12:30

8 月のＹＹ（わいわい）クラブ

○キッズプログラミング教室

♥さをり織りとみんなのひろば♥

土曜コース

8/11(土)・25(土)

ＹＹクラブ

平日コース

8/1(水)・15(水)

1 日(水)13：00～16：00 さをり織り

90 分入門コース

8/12(日) 10:30

○色彩活用セミナー 8/19(日) 10:30

さをり織りとみんなのひろば８月の予定

4 日(土)14：00～15：00 参加無料
スタジオ５０５

○影絵劇ワークショップ 8/19(日) 14:00

その他の催しなど詳しくは「スタジオ 505」ホームページやフェイ

参加無料

20 日(月) 10：00～16：00 さをり織り

http://studio505.toride-fun.com/

25 日(土) 14：00～15：00

問 080-2336-5244

森美知子

～

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

光森好子（2 時間 1,750 円）

朗読はいかが？ 参加無料

山上二三子

27 日(月) 10：00～11：30

初心者向け書道倉持畔華（資料代 500

円他）
取手市新町 2-2-17 サンシャイン取手 1002 号室

場所

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

本の読み聞かせ 増沢実

読んでもらいたい本も持ってきてね

スブックページでご確認ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大内美恵子

午前の部、午後の部あり（資料代 500 円）
18 日(土) 14：00～15：00

CAFÉ RESTAURANT そよかぜ

光森好子（2 時間 1,750 円）

9 日(木)・23 日(木) 初めてのスペイン語

13:30〜16:00

～

廣瀬一峰 人形劇

6 日(月) 10：00～16：00 さをり織り

○スマホ・タブレットお悩み相談サロン 8/7(火)・21(火)・28(火)

fb.me/studio505ribon

光森好子（2 時間 1,750 円）

取手駅西口から銀行側歩道を６号線に向かって徒歩 3 分
問

山上 090-8330-7916 どなたもお気軽にご参加ください。

