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■ミニ・ロビーライブ

8/17（金） 12:30～13:00

お昼のひととき、多摩ハーモニカアンサンブル

でお楽しみください。

曲 目：旅情、大きな古時計、里の秋 ほか

担当：文化部

■夏の子どもと大人の工作の日
8/5（日） 10:00～15:00

●T シャツペインティング

会 場：工作室

参加費：一般 300 円、

中学生以下 100 円

●遊べる工作

会 場：ホール（参加費無料）

ジャンピングロケット、やじろべえ

おり紙、花火のはり絵

共 催：青少協貝取地区委員会

担当：工作の日委員会

■元気チェック ～健康調べ～

8/9（木） 13:30～14:30

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。（会場：ホール）

参加する方は、「健康手帳」をお持ちください。

共催：中部地域包括支援センター

担当：総務部

■福祉なんでも相談

8/6（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。今月の講座は「マッチ棒計

算クイズ」

会場は、気軽に話せる調理室。

講座だけの参加ももちろん OK。

共催：社会福祉協議会

■秋の薬膳料理教室

申込 8/20（月） 10:00 から

カラダを乾燥から守る薬膳料理を作ります。エプロ

ン、頭巾、筆記具をお持ちください。

開 催：9/9（日）10:00～13:00（調理室）

定 員：15 人（会費 500 円申込時）

講 師：葭谷麻利子氏

（国際薬膳師、管理栄養士）

担当：福祉部
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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）

■こぶし館補欠スタッフ募集
募 集：昼間勤務 1 人、募集要項は配布中

対 象：人と接するのが好きで、明るい方

採用期間：10月1日から2019年3月31日

応募は9月11日までの10時から20時。最終日

は17時まで。面接は9月12日に行います。

（詳細は要項をご覧ください）

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

夏のロビーコンサート

■8/19（日） 17:00～18:30 開催
チケット販売中

今年もビッグバンドで熱いジャズをお届けしま

す。夏の夕暮れ、いきなひとときをどうぞ。

出 演：多摩スウィングジャズオーケストラ

チケット：200 円（中学生以上）

定 員：120 人（16:30 開場）

内 容：In The Mood

Over The Rainbow ほか

飲み物：缶ビール 300 円（つまみ付き）

コーヒー・紅茶 200 円（クッキー付き）

※販売 16:30 から（現金引換え）

担当：夏のロビーコンサート実行委員会
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8月のこよみ

4日 土 理事会

5日 日 夏の子どもと大人の工作の日

6日 月 福祉なんでも相談

9日 木 元気チェック

13日 月 休館日

17日 金 ミニ・ロビーライブ

19日 日 夏のロビーコンサート

25日 土 新鮮野菜、自転車整備

27日 月 休館日、スタッフ会議

8月のギャラリー

～ 8月4日（土）
「貝取保育園園児作品展」

6日（月）～ 18日（土）
「かいどりやまアートスタジオ展」

20日（月）～ 9月2日（日）
貝取9条の会「平和展」

■こぶし館新鮮市 玄関前

8 月 25 日（土） 10 時～売り切れごめん

「伊藤菜園」の新鮮野菜を販売します。

■自転車の点検と整備 玄関前

8 月 25 日（土） 10 時～14 時

タイヤ、ブレーキなどの無料点検

（部品等実費をいただく場合があります）

催し物の報告 ◆やってみよう講座
7/8(日)、10時から広場でバームクー

ヘン作りの講座が開催されました。。

野外でのバームクーヘンとヘビパン作

りに親子で挑戦、一喜一憂しながら、焼

き上がったパンの味は、ひとしおでした。

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、8月中有効～

地域情報

《貝取 2-10 団地納涼会》

日時：8 月 25 日（土）17 時～20 時

会場：団地集会所前広場

内容：盆踊りや各種飲み物・食べ物、子

供向けおもちゃのお店があります。お

気軽にどうぞ。

《防犯パトロール》
8月の貝取・豊ヶ丘地区防犯パトロール

は、11 日（祝）17 時から、22 日（水）18 時

からの 2 回です。

参加される方は、こぶし館玄関前にお

いでください。

多摩稲城防犯協会 貝取・豊ヶ丘支部

《豪雨災害義援金》 募金箱設置

台風第7号と前線にともなう大雨被害に

より、西日本を中心に大きな被害が出まし

た。日本赤十字社の義援金募金に合わ

せ、貝取こぶし館でも受付に募金箱を設

置しました。

ご支援をお願いいたします。

～ 9 月の事業予定 ～

■グラウンドゴルフ 講習会と競技会

9 月 8 日（土） 豊ヶ丘小学校校庭

■カラオケ交流会

9 月 23 日（日） ホール

◆健康教室

6 月 16 日、10 時から TAMA フレイル

予防プロジェクトによる問診と簡単な測

定、お口のトレーニングがありました。

フレイルとは、年を重ねて体力、栄養

状態、認知機能や社会とのつながりが低

下し、虚弱化した状態のことです。

参加者はあらためて、自分の体力を認

識していました。

◆チャリティ七夕コンサート

7 月 1 日、13 時からチャリティの趣旨に

賛同した貝取小学校や地域の音楽愛好

の方々がコーラス、クラリネットアンサンブ

ル、リコーダー、新舞踊、ハワイアンなど

を披露しました。

チャリティ金 19,020 円は、「桃・柿育英

会」東日本大震災遺児育英資金に贈りま

した。

◆普通救命講習会
6 月 24 日、9 時 30 分から、多摩消防

署、東京防災救急会の指導で普通救命

講習会が開かれました。

参加者は救命の初期対応、AED の使

い方など、傷病者を救急車や医者に委

ねるまでの応急手当を学びました。


