平成 29 年 6 月 1 日発行

～

Toride Mainichi

健康と美容の教室

～

スマイル

Vol.186

30 日(金)14:00～

予約制 6 月

お茶会￥1000

♪お一人様でも気軽に参加できる雰囲気です♪

問 Café 温々亭 本郷 2-6-31 ℡72-7166 定休日 水･日

2 日(金) 11:00～

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5 日(月) 11:00～

美味しい韓流講座
（簡単な韓国語＆韓国風のり巻）
UV レジンでキラキラアクセサリー🌼

～

5 日・19 日 14:00～ 癒しホッカホカカフェ♪（体を温めます）
7 日(水)11:00～

CAFÉ RESTAURANT そよかぜ

～

そよかぜは、
「茨城県健康作り支援店」です。有機米・有機野菜中

心・色いろカフェ♡あなたに似合う色を見つけま

心のヘルシーメニューです。

しょう。2 回目参加：あなたが輝く best の口紅の色は💄

6 月の画廊展示は、
『森川恒子様の水彩画』です。

7 日(水)14:00～ 目指せ！マイナス 5 歳、ツヤツヤ肌☆

6 月のランチメニュー コーヒー又は紅茶付 650 円

9 日(金)11:00～ 甘酒できれいになる体験会🏮

月

ビーフカレー・ハッシュドビーフ・パスタ４種

12 日(月) 11:00～ 周藤 縁の占星術入門🔮

火・金

おまかせランチ

14 日(水)13:00～ 自然治癒力アップ！ボディートーク療法

水

チキンカレー・キーマカレー・エビピラフ・チキンライス

15 日・23 日 11:00～

木

ワンプレートランチ・オムライス

魅せカラ🎤 (まねきねこ取手東口店にて)

19 日(月) 11:00～ すまいる(*^-^*)ボイストレーニング

ティータイムメニュー 手作りケーキ 300 円 ケーキセット 550 円

21 日(水) 11:00～ ＡＢＣでおしゃべりカフェ🎶

有機コーヒー･紅茶･ジュース

26 日(月) 11:00～ 夏の爽やかアロマスプレー🍂

問

27 日(火) 13:00～ 魔法の手当て療法“タッチフォーヘルス”体験会

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

問

～健康と美容の教室～スマイル

📞090-2767-7600

そよかぜ

そよかぜ 2

場所：ザ・ステーションラウンジ内（取手駅東口駅前）

フジ取手ボウル場内

取手聖書協会

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Café 温々亭

今月の予定

取手市寺田 6337（国道 294 号線市役所向い）
土日祝休 10：00～16：00

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

詳しくは Facebook ステーションラウンジ取手駅東口 で検索！

～

各 300 円

第 31 回チャペルコンサート

岩淵まこと・由美子コンサート

～

心地よいアコーステックギターの弾き語りで繋ぎ出されるハーモ

6 日(火)13:00～ 美容レッスン(眉とリップの書き方)￥1000

ニーを聴きながら、初夏の午後をご一緒しましょう。

7 日・14 日・21 日(水) 水曜日の健康教室￥500

日時

11:00～

江面の体操教室

14:00～

トークセン&柔軟法

16:00～

トークセンセラピスト練習会

15 日(木)・27 日(火)14:00～

6 月 24 日（土）15：00～
開場 14：45～

会場

取手聖書協会
取手市白山 8-4-1

笑いヨガ￥500

（キヤノン正門反対側）

15 日(木)・23 日(金) 時間予約 素肌洗顔

入場無料

16 日(金)10:30～

問

ブレインジム￥1000

19 日(月)・20 日(火) 時間予約 美顔エステ ￥3500

駐車場あり

0297-74-6977

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

20 日(火) 時間予約 鍼灸相談￥2500

坂東の豪族「平将門」フォーラム

～馬・鉄・布～

22 日(木)13:00～

美容レッスン(ファンデーション)￥1000

日時

6 月 17 日（土）13：00～17：20（開場 12：00）

22 日(木)18:00～

カラオケのグループレッスン￥2000

会場

我孫子市民プラザ・ホール

23 日(金)・24 日(土) ・25 日(日) 北の魔女との素敵な日

受講料

500 円（当日先着順 180 名にて受付終了します。）

24 日(土)19:00～

マジックナイト(トークセン)￥2000

主催 関東学研究会 共催 我孫子市･坂東市

28 日(水)13:00～

ダディーの映画会￥500

問

後援 取手市･流山市

我孫子市教育委員会生涯学習部文化・スポーツ課 04-7185-1583

・・・・・・・･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

＊6 月号プレゼントの申し込み方法＊
応募方法 必要事項を記入しハガキ・FAX・メールのいずれかでお申し込み下さい。
〒302-0024 取手市新町 5-11-3
FAX 0297-73-0988 小沼新聞舗 HP からも申込み可。
＊申込み締切 5 日必着 当選者には、10 日以降にお届けいたします。
①エビハラのトマト提供 🍅桃太郎トマト【10 名様】
②リトルガーデンプロ ミニトマトの栽培セット【5 名様】
③ＵＶワイドバイザー スクリーンサイズ 330ｍｍ×145ｍｍ【２名様】
④リポビタンＤ １箱【１名様】
⑤毎日新聞 なるほどりバック【100 名様】
⑥岸井格成さんストラップ【10 名様】
⑦フジ取手ボウル 1 ゲーム券【希望枚数記入 申込者全員】
⑧アナ雪 鉛筆セット【10 名様】
⑨西原理恵子による日本の漫画 毎日かあさんクリアファイル【10 名様】
⑩毎日新聞旅行発行 日本の山旅世界の山旅 最新号【10 名様】
・・・・・・・･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

氏

名

電話番号

郵便番号

住

所

6 月号希望プレゼント名
なるほドリファイル

希望する

希望しない

（ご希望の方全員に差し上げます。）

