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●発行／編集 
貝取こぶし館 
運営協議会 
広報委員会 
●電話 

042-389-4196 
●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 

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、10月中有効～ 

 

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 

 家のリフォーム・修理なら♪地元のミサトへ 

■福祉なんでも相談 
10/2（月） 13:30～15:00 
毎月第 1 月曜日に社会福祉士が待機し、福

祉に関する総合相談と「ちょこっと講座」を開き

ます。会場は調理室、講座テーマは「脳トレ」で

す。講座だけの参加もどうぞ。 

共催：社会福祉協議会 

■元気チェック 
10/12（木） 13:30～14:30 
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。 

参加される方は、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 
10 月の担当：総務部 

■ミニ・ロビーライブ 
10/14（土） 12:30～13:00 
出演 多摩ハープアンサンブル 
昼のひとときにお贈りする 30 分のライブ。今回

はハープのアンサンブルで、演奏する楽器は膝

にのせる小さなハープです。心安らぐ優しい音色

をお楽しみください。 

演奏予定： 

モルダウ、瑠璃色の地球、ほか 

担当：文化部 

「チャリティ新春コンサート」 

■出演者募集 
10/25（水）～11/10（金） 

来年1月21日（日） 13時からホールで開催す

るチャリティコンサートへの出演団体を募集しま

す。新春にふさわしい応募演目を期待します。 

募集は 6 団体、出演参加は無料です。応募要

項は 10 月 20 日（金）から配布します。 

担当：文化部 

■福祉講座「介護保険のしくみ」 
10/26（木） 10:00～12:00 
講師 渕野純子氏 
（中部地域包括支援センター センター長） 
やさしく「介護保険のしくみ」を説明し、質疑応

答の時間をたっぷり取って参加者の疑問に応え

ます。ぜひご参加ください。 

会場：和室、定員 30 人 

受付：10 月 1 日（日）から、電話可 

※当日は、筆記具をご持参ください。 

担当：福祉部 

■グラウンドゴルフ 講習会と競技会 
10/8（日） 10:00～12:00 
会場 貝取小学校グラウンド 

参加申し込みは、9 時 30 分から会場で受け付

け、先着 54 人まで。賞品・参加賞もあります。 

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：貝取小学校 PTA、豊ヶ丘小学校 PTA 

担当：健康部 

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 

おいしい新米入荷しました。 

よろずや米店 

■こぶし館まつり2017 
11/5（日） 10:00～16:00 
地域の元気が集います 
広場の出店者、出演者など概要が固まりまし

た。当日は受動喫煙防止のため敷地内禁煙で

す。ご協力ください。 

出演：和太鼓衆雅武者、貝取小児童、いそぶえ

会（新多摩音頭）、多摩っこ（鳴子踊り）、永山

高校吹奏楽部、ファンタジーダンス 

模擬店：焼きそば、焼きとり、おでん、くじ引き、

綿アメ、フランク、うどん・そば、枝豆、とん汁 

郵便局出張販売、新鮮野菜販売もあります。 

担当：まつり実行委員会 

空に注目、秋は「鷹の渡り」の季節です 
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◆ミニ・ロビーライブ 
 

 

 

 

 

 

 

8月 18日、12時 30分から「多摩ハーモ

ニカアンサンブル」のライブが開催されま

した。いろいろな種類のハーモニカ演奏

があり、「ふるさと」などハーモニカの伴奏

で参加者も楽しく歌っていました。 

◆バロック音楽の夕べ 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 26 日、17 時 30 分からバロック音楽

のロビーコンサートが開かれました。 

多くの来場者に対応が遅れた場面もあ

りましたが、チェンバロや木管の音色に包

まれた豊かなひとときでした。 

◆グラウンドゴルフ 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 月 9 日、快晴の豊ヶ丘小グラウンドで

グラウンドゴルフの講習会と競技会が開か

れました。親子、協力員、スタッフなど 2 歳

から高齢者まで 51 人が笑顔で汗をかき、

ホールインワンに歓声を上げていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

永山児童館の 

《出張ぽよぽよひろば》 

日時：10月2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。どうぞゆったりと遊び

に来てください。 

問合せ:永山児童館 042-373-0991 

《多摩稲城市民防犯のつどい》 

日時：10月10日（火）13時開場 

会場：パルテノン多摩小ホール 

六弦亭弦六の落語、松本美音のトーク

歌謡、都立永山高校の寸劇など 

主催：多摩中央警察署・多摩稲城防犯協会 

問合せ：多摩中央警察署・防犯係 
042-375-0110 

第７回 《貝取豊ヶ丘交流 

ニュースポーツ大会》 
日時：10月15日（日）9時から受付 

会場：青稜中学校校庭（雨天は体育館） 

大玉送り、パン食い競走、ソフトグライ

ダー、グラウンドゴルフ、ストラックアウト、

輪投げなどを楽しむスポーツ大会。幼児

から高齢者まで誰でも参加できます。 

共催：青少協豊ヶ丘地区委員会 

青少協貝取地区委員会 

問合せ：斎藤 042-376-9725 

 

10月のこよみ 

1日/日 
「こぶし館まつり」出店説明会 
工作の日 

7日/土 理事会 

8日/日 グラウンドゴルフ（貝取小） 

9日/月 休館日 

12日/木 元気チェック 

14日/土 ミニ・ロビーライブ 

23日/月 休館日、スタッフ会議 

26日/木 
福祉講座 
「介護保険の仕組み」 

28日/土 自転車整備、新鮮野菜市 

10月のギャラリー 

2日（金）～15日（土） 
田端道子のパソコン画&水彩画展 
 

●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 

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 
10/28（土）10 時～14 時 

タイヤ、ブレーキなどの無料点検 

（部品交換は実費をいただきます） 

■こぶし館新鮮市 玄関前 
10/28（土）10 時から、売り切れごめん。 

伊藤菜園が採れたての秋野菜を販売し

ます。旬の野菜で身体を整えましょう。 

出前迅速、年中無休、駐車場完備 

☎ 042-374-0606 

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） 

■地域情報 

◆催し物の報告 ●運営委員募集 

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．総務部 館の日常運営に関すること 
2．文化部 文化と芸術に関すること 
3．福祉部 福祉に関すること 
4．健康部 健康と体育に関すること 
特定のことだけ手伝う「協力員」制度も

あります。どうぞご相談ください。 
問合せ 042-389-4196 

（10 時以降にお願いします） 


