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■こぶし館まつり2017

ホームページ http://kobushi-kan.net

開催11/5（日）

9/1（金）から受け付け

■グラウンドゴルフ

●ボランティアのお手伝い
◇進行、誘導、連絡、運搬、設営など、詳細はご
相談して決めます。まずは応募してください。
◇ご希望の方は「協力員」としてご登録ください。
受付は 10/31（火）まで。人数制限なし。

●バザー用品
＜未使用品＞ タオル、ハンカチ、衣類…
＜未開封品＞ 石けん、洗剤、ブラシ…
＜保存食品＞ 缶詰・瓶詰類、真空パック…
＜新品の日用品＞ ノート、筆記具、消しゴム…
※電化製品、ゲーム機などは不可
受付は 11/3（金）まで

講習会と競技会

9/9（土） 10:00～12:00
豊ヶ丘小学校グラウンド
参加申し込みは、当日 9 時 30 分から会場で受
け付け、先着 54 人まで。賞品や参加賞あり。
用具は無料で貸し出します。暑さ対策として水
筒、帽子、タオルを持参すること。
参加費：小・中学生は無料、大人100円
共催：豊ヶ丘小学校 PTA、貝取小学校 PTA
担当：健康部

9/24（日） 9:30～18:00
カラオケ登録団体がこぶし館と共催する歌の
交流会です。会場はどなたも自由に入場できま
す。どうぞ、お楽しみください。

■福祉なんでも相談
9/4（月） 13:30～15:00
毎月第 1 月曜日に福祉に関する総合相談と
「ちょこっと講座」を開きます。会場は気軽に話せ
る調理室。今月の講座テーマは「認知症」です。
講座だけの参加ももちろんかまいません。
共催：社会福祉協議会

■元気チェック

会場：ホール、入場無料
出演：カラオケ登録 33 団体
●特別ゲスト
亜耶（あや、演歌歌手）
この秋に新曲をリリース
担当：カラオケ交流会実行委員会

社会福祉協議会まちづくり推進担当の協力に
よる介護予防の月例健診で、ホールで軽運動
と、血圧・握力・酸素飽和度を測定します。測定
値を記録する「健康手帳」をお持ちください。会
場でも発行します。
共催：中部地域包括支援センター
今月の担当：健康部

●FAX
042-389-4197
●所在地
〒206-0012
多摩市貝取
4-5-1
●開館
9:00～21:30
●受付
9:30～20:00
●ホームページ
貸室予約情報

■知っ得講座「お墓のこと」

9/14（木） 13:30～14:30

貝取こぶし館
運営協議会
広報委員会
●電話
042-389-4196

■カラオケ交流会

担当：こぶし館まつり実行委員会

●発行／編集

9/27（水） 13:30～15:00
家族葬が増えているという。これまでの葬儀と
の違い、葬儀費用、遠方にある先祖の墓はどうす
るか、永代供養や樹木葬なども知っておきたい。
会場：音楽室、定員 30 人、参加無料
講師：小林義治（エンディングコンサルタント）
担当：総務部

出前迅速、年中無休、駐車場完備

☎ 042-374-0606
家のリフォーム・修理なら♪地元のミサトへ

江戸前
平日：11 時～14 時と
16 時～22 時
休日・祭日：11 時～22 時
多摩市豊ヶ丘 1-61-16（上之根大通り）

多摩市豊ヶ丘１－６０－１７
（ﾋﾟｭｰﾛﾗﾝﾄﾞそば）
土日祝営業・水曜定休
９時～１８時

京王・小田急多摩センター駅南口徒歩 3 分
丘の上パティオ本館 1F

坂内 多摩センター店

営業：11 時～22 時（年中無休）

喜多方ラーメン 50

円 off（1 枚 4 名まで）

～この広告をご持参の方限定、9 月中有効～
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◆催し物の報告
◆薬膳料理の教室

7 月 22 日、「熱中症を防ごう」という薬膳
料理教室が開かれ、集まった人たちは“身
体を冷やす”素材（トウガン）を使った料理
に笑顔で取り組んでいました。

◆夏の子どもと大人の工作の日
夏のロビーコンサート

休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

貝取こぶし館の事業を運営したり、新
企画を考えたりしませんか。運営委員は
専門部に所属して次の活動をします。
1．館の日常運営（総務部）
2．文化と芸術に関すること（文化部）
3．福祉に関すること（福祉部）
4．健康と体育に関すること（健康部）
特定のことだけをやる「協力員」制度も
あります。どうぞ気軽にご相談ください。
10 月以降のイベントには次のようなも
のがあります。
■10/14 ミニ・ロビーライブ（文化部）
12:30～13:00 ハープの演奏
■10/9 グラウンドゴルフ（健康部）
10:00～12:00 会場：貝取小校庭
■11/5 こぶし館まつり（実行委員会）
運営協議会と地域の連携イベント
問合せ（10 時以降にお願いします）

042-389-4196

■地域情報

8 月 6 日、朝から工作室では人気の T
シャツにお絵書き、ホールではアクセサリ
ー・ハット、ひまわり、糸でんわ、水でっぽ
う作りと延べ 60 人の子どもと大人が一緒に
工作を楽しんでいました。

永山児童館の
《出張ぽよぽよひろば》
日時：9 月 4 日（月）10 時～15 時
会場：こぶし館ホール
未就学児と保護者のひろばで、時間内
は出入り自由です。
問合せ:永山児童館 042-373-0991

豊ヶ丘小学校の
《放課後子ども教室
ボランティア》募集

夕方からは、夏のおなじみ多摩スイング
ジャズ・オーケストラによるコンサートで、広
いロビーは大人の社交場となり、コーヒー
やビール片手の 150 人の来場者で 2 階ま
で満席になりました。

おいしい新米入荷しました。

よろずや米店
5 ㎏より配達、玄米 1 ㎏より店頭精米
多摩市貝取 1-47-3《粗大ごみ券取り扱い》

TEL･FAX

042-371-6954

営業=AM9:00~PM6:30、定休=水曜,祝日

9月のこよみ

●運営委員募集

放課後に、子どもたちと「スポーツ、趣
味のクラフトなど」を一緒に楽しむボランテ
ィアを募集しています。
期間：月 2～4 回（水曜日）
詳細は下記へ問合せください。
豊小放課後教室リーダー 先崎
090-6514-5924
豊ヶ丘小学校 福田副校長
042-371-3341
●買物・家事サポートであなたらしい暮らしをサポート

●毎月、ふれあいスペースで楽しいイベント実施中！

（9：00～18：00）
永山店
貝取店
フリーダイヤル

永山 4-2-3-105
貝取 4-2-1-101

ナビダイヤル

1 日/金

「こぶし館まつり」ボランティアと
バザー用品募集受付開始

2 日/土

理事会

3 日/日

工作の日

4 日/月

福祉なんでも相談

9 日/土

グラウンドゴルフ（豊ヶ丘小）

11 日/月 休館日
14 日/木 元気チェック
23 日/祝 自転車整備、野菜新鮮市
24 日/日 カラオケ交流会
25 日/月 休館日、スタッフ会議
27 日/水 知っ得講座「お墓のこと」

9月のギャラリー
9月1日（金）～16日（土）
「まるちゃんキャンプ」写真展

●ギャラリーご利用案内
こぶし館ギャラリーは絵画、彫刻、写
真などを展示する発表の場です。
展示期間：1週間単位、最長4単位まで
ただし、第2、第4月曜日は休館日
申し込み：展示希望3ヵ月前の1日から
空き状況、利用方法、費用など詳細
は受付にお問い合わせください。

■自転車の点検と整備

玄関前

9/23（土）10 時～14 時
タイヤ、ブレーキなどの無料点検
（部品等の交換は実費をいただきます）

■こぶし館新鮮市

玄関前

9/23（土）11 時から、売り切れごめん。
伊藤菜園が採れたての夏野菜を販売

■ホールの利用休止について
9 月 5 日（火）～13 日（水）の期間、照明
機器のリニューアル工事のため、ホール１
とホール２の利用を休止します。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご
了承ください。

