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～ 健康と美容の教室 スマイル 予約制 4 月 ～

～ Café 温々亭の 4 月 ～

いつも“スマイル”をご利用頂きまして、誠にありがとうございま

3 日（金）13:00～ヴォイススキャン体験

す🌸新型コロナウィルスの影響でお休みを頂いておりましたが、4

6 日（月）時間予約 美顔エステ

月 20 日より営業を再開致します。皆さんで元気な明るい春を迎え

10 日（金）健康ご飯の日 ￥600

ましょう🌷🌷🌷

11 日（土）13:00～ 癒しの コラボ

・20 日(月)11:00～ ABC で、おしゃべりカフェ☕

13 日（月）13:00 ～ キネシオロジー体験 ￥1000

・20 日 28 日 癒しホッカホカカフェ😊

14 日（火）お楽しみパンランチ￥600

・28 日(火)11:00～ 美味しい韓流講座🌶

18 日（土）10:30～

～ヤンニョムチキン・トッコチ～
韓国料理をご家庭でも楽しみましょう。簡単な韓国語で挨拶も♪

￥3500
￥2000

今さら理科、今こそ理科 ￥1000

21 日（火）季節のランチ ￥600
21 日（火）12:30～エミリーのパンやさん販売

・28 日(火) 1３:00～ 魔法の手当て療法 タッチフォーヘルス🍂

23 日（木）10:30～折り紙手習い会 ￥1000

🌸ご自身の生まれ育った地域の簡単な郷土料理を伝えてくださる

28 日（火）おしゃれランチ ￥600

方を募集中です‼♪
問

￥1000

※販売中
📞090-2767-7600

～健康と美容の教室～スマイル

折り紙小物￥100

場所：ザ・ステーションラウンジ内（取手駅東口駅前）

手作りマスク￥350

詳しくは Facebook 健康と美容の教室 スマイルで検索！

4/29（水）～5/6（水）春のお休みをいただきます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2F のレンタルルームもご利用できます。

～送迎無料のドックトリミング 税抜 3000 円～
個人ならではの親切・丁寧・ワンちゃんに優しいトミングを心が
けております。ワンちゃんの種類によって料金が異なります。

定休日
問

水・日・祝日 ＊営業時間 AM11:00～PM6:00

Café 温々亭

取手市本郷 2-6-31

℡ 72-7166

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～ CAFÉ RESTAURANT そよかぜ 4 月 ～

お気軽にお電話にてお問い合わせください。
☆爪切り

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

☆お耳掃除

NPO 法人らしん盤が運営しています。「いばらき健康づくり支援店」

☆肛門腺絞り

です。画廊喫茶として毎月素晴らしい作品を展示しています。

☆足裏などのバリカン

今月の展示は、伊藤崇亮様の『水彩画』です。

☆足元の整えカット

月・火・金

＊種類によってシャンプー・カット料金が異なります。
「Toride Mainichi を見た」と申込いただいた方は初回 500 円引

おまかせランチ

水

洋食ワンプレートランチ

木

和食ワンプレートランチ

問 スガワラセイイチ 090-4966-7574（8 時から 20 時まで）

曜日メニューの他に、パスタ・シチュー・カレーもあります。

動物取扱業登録証［保管］

ティーメニュー ケーキセット

茨城県

4 月に予定していました『サロンそよかぜ』は、新型コロナウ

第 1400 号(有効期間 令和４年 2 月 22 日)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

～ 『スタジオ 505』 4 月の主な予定 ～

イルス感染症拡大防止の為に中止させていただきます。
問 そよかぜ

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。
○取手笑いヨガクラブ 4/2(木) 16(木) 10:30 500 円
笑いヨガティーチャー 京泉裕子 ※直接会場へ
○ロボットプログラミング教室

○ココロのゆとり、生前整理の窓口

月謝 5000 円
4/6(月) 10:00-16:00 500 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乗馬クラブ クレイン竜ケ崎 オープン 25 周年を記念して
心地よい緑に囲まれながら、心とからだに効く乗馬ライフ
有酸素運動・ストレスの緩和・姿勢矯正・情操教育に人気の乗馬を
体験してみませんか！

生前整理アドバイザー 徳山弘美 090-5378-7292 ※直接会場へ

25 周年を記念して乗馬体験が無料！！

○おとな女子/おとな男子のためのパソコンサロン
4/8(水) 15(水)

13:00〜 15:00〜

取手まなびクラブ 0297-79-4141
○手編み教室

4/9(木) 23(木) 13:00

取手市寺田 6337（国道 294 号線市役所向い）

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

4/4(土) 18(日) 13:00〜 15:00〜

取手まなびクラブ 0297-79-4141

550 円等

春を先取り

乗馬体験！！

先着 50 名様限定の無料体験は、2020 年 5 月 11 日までです。

1 レッスン 1000 円
4000 円(3 回分)

講師 大久保郁子 090-4611-0695

インターネット又は、お電話で申し込み受付中
＊所要時間約 90 分
＊装具レンタル・保険料 1,860 円は、別途になります。

○子育てワイワイサロン in 取手

＊ 新型コロナウィルスに関する対応について

4/22(水) ①10:30 ②11:10 ③11:50 ④12:30 ⑤13:10

乗馬体験は、以下の対策を取った上で

各回一組 1500 円/30 分/完全予約制

通常どおり行っております。

080-3382-5205(坂根)

○木のおもちゃで遊ぼ 4/22(水) 10:30〜14:00
入場無料です、相談無くても遊びに来て下さいね
○キッズプログラミング教室
詳しくはデジマインド HP で。
問 スタジオ 505 ℡ 080-2336-5244

問

乗馬クラブクレイン竜ケ崎

0297-62-9998

茨城県龍ケ崎市貝原塚町 2592
最寄り駅：JR 常盤線「龍ケ崎市駅」（旧佐貫駅）
9：30～17：30
火曜定休

定休日が祝日にあたる場合は、前日が定休日。

