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〜 パルテノン多摩 音楽派遣事業 〜

2/11（祝）13:30 開演
《 フルート カルテット 》
しっとり華やかなカルテットが
春の妖精のようにあなたをつつみます
フルート/日野真奈美、ヴァイオリン/星野沙織
ヴィオラ/世川すみれ、チェロ/飯尾久香
●主な演奏曲
オペラ『フィガロの結婚』序曲（モーツァルト）
フルート四重奏曲（モーツァルト）
弦楽四重奏曲『アメリカ』（ドヴォルザーク）
チケット 450 円販売中、当日 500 円
定員 120 人（全館自由席）
制作協力：音の葉
平成 29 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
担当：ロビーコンサート実行委員会

■元気チェック

～健康調べ～

2/8（木）13:30～14:30
続けることが大切な介護予防の月例健診です。
軽い体操で身体をほぐし、血圧・握力・酸素飽和
度を測定します。
参加する方は、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
担当：総務部

■進化した福祉用具（知っ得講座）
2/27（火）13:30～15:00
移動が楽になるリフト、立ち上がりを補助する座
椅子、小回りのきく車椅子、身体にフィットする紙
パンツ、おむつなど、おなじみの福祉用具がかな
り進化しています。
介護する人にも本人にも笑顔が戻る最新情報と
体験型展示会へ、ぜひお出でください。
会場：ホール（入場無料）
担当：総務部

■骨密度測定（第 44 回健康教室）
受付 2/16（金）9:30 から
10 時開講
好評の骨密度測定です。測定結果を個人別に
説明します。食育講話も予定しています。
会場：ホール（先着 60 人）
講師：多摩市立健康センター管理栄養士
葭谷麻利子氏
担当：健康部

●発⾏／編集

■男の料理

貝取こぶし館
運営協議会／
広報委員会

2/25（日）9:30～13:30
受付 2/1（木）から、先着 15 人

●電話
042-389-4196

参加費 500 円（申し込み時にお支払いください）
会場：調理室、音楽室

主菜：手羽元と白菜の中華風煮
※エプロン、頭髪をおおうもの、タオルをご持参く
ださい。
担当：福祉部

■利用団体の登録更新

●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

受付 2/1（木）から
4 月以降にコミュニティルームを利用する団体

●ホームページ
貸室予約状況

は、更新手続きをしてください。更新には「団体
構成メンバー表」が必要です。
●メンバーの大部分や活動が他の団体と重複す
る団体は登録できません。
●登録更新済み団体であっても、営利行為とみ
なされる利用はお断りします。
●初日は混みあいます。なるべく利用申し込みに
あわせてお手続きください。
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
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■認知症本人と語ろう
3/13（火）10:00～12:30
受付 2/20（火）から、先着 20 人
認知症の方が日々の中で何を思い、
感じているのか、認知症の方の生の声を
聞き、語り合います。
認知症本人の、家族が地域で自分らし
く安心して暮らしていくために何ができる
のか、一緒に考えてみませんか！
会場：ホール、先着 20 人、参加費無料
担当：福祉部

■2018 年度の事業予定
次年度の主な事業の日程は、次のよう
に決まりました。
文化祭 ............ 6/9（土）、10（日）

休館日 毎月第 2、第 4 月曜日、12 月 29 日～1 月 3 日

●市民表彰受賞
11 月 1 日（水）の市制施行記念日に本
年度の市民表彰が行われ、市政の振興に
寄与し、市民の福祉増進に功績があった
として、貝取こぶし館運営協議会の中嶋
孝彦氏および芝田仁氏が他の方々と共に
表彰を受けました。

◆催し物の報告
◆冬のロビーコンサート
12 月 23 日 18 時 30 分からホルン、ヴァ
イオリン、ピアニーノによる室内楽コンサ
ートが開かれました。
会場は定員いっぱいの来場者でうま
り、めずらしいラッパの紹介もあって、120
人のお客様は暮れのひとときをゆったりと
過ごしていました。

夏のロビーコンサート ........... 8/19（日）

2 月のこよみ
1日

木

利用団体の更新受付開始

3日

土

理事会

4日

日

工作の日

5日

月

福祉なんでも相談

8日

木

元気チェック

11 日

祝

春のロビーコンサート

12 日

月

休館日

16 日

金

骨密度測定

24 日

土

野菜販売、自転車整備

25 日

日

男の料理

26 日

月

休館日、スタッフ会議

27 日

火

知っ得講座

2 月のギャラリー
～2/2（金）
「めぐみバプテスト教会展」

カラオケ交流会 ................ 9/23（日）
こぶし館まつり ................ 11/11（日）
春のロビーコンサート ...........2/10（日）

2/3（土）～17（土）
「多摩ものがたり」
豊ヶ丘小放課後子ども教室作品展

地域の皆さまのご支援とご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

2/18（日）～3/10 日（土）
「おひな様飾り」

冬のロビーコンサート ......... 12/23（日）

貝取こぶし館運営協議会

■文化祭 2018
出展作品募集
出展受付：4/1 日（日）～30 日（休）
出展者説明会：5/12（土）、13:30 から
文化祭：6/9（土）、10(日)
こぶし館の文化祭は、出展者と実行委
員会がいっしょに準備し、世代を越えて
交流するイベントです。
絵画、写真、書、彫刻、陶芸、手芸品、
工作、ジャンルを超えた作品など、たくさ
んの応募をお待ちしています。
出展は、未発表のオリジナル作品を原
則とします。応募要領など詳細は、今後
の「こぶし館だより」や館内ポスターなどで
お知らせします。
担当：文化祭実行委員会

■新鮮野菜販売 玄関前
■地域情報
《お楽しみゲーム大会》
日時：2 月 18 日（日）、受付：9 時 30 分
10 時からスライム作り、輪投げ、吹き矢、
ビンゴなど。とん汁サービスあり。
場所：貝取こぶし館ホール
費用：100 円（マウス代、ほか）
主催：青少協貝取地区委員会
問合せ：斎藤 042-376-9725

《永山児童館の出張ひろば》
未就学児と保護者のひろばです。時間
内は出入り自由ですから、おもちゃなどで
ゆっくり遊びましょう。
日時：2 月 5 日（月）、10 時～15 時
会場：貝取こぶし館ホール
問合せ：永山児童館 042-373-0991

つきたて店頭精米の店
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、2 ⽉中有効〜

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,第 3 火曜,祝日

2/24（土）10 時から、売り切れごめん

■自転車の点検と整備 玄関前
2/24（土）10 時から、タイヤ、ブレーキな
どの無料点検をします。
部品交換は実費をいただきます。

■サークルロッカー
利用団体募集
3/1（木）～15（木）
受付：10 時～20 時（最終日 17 時）
利用期間：4/1～翌年 3/30
応募資格：新年度登録更新済みの団体
利用料：年間 600 円、募集数：34 個
※定数超えは運営協議会で抽選
ロッカー利用中の団体は、3/30（金）
までにロッカーを清掃し、返却の手続き
をしてください。

