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■ミニ・ロビーライブ
12/7（金） 12:30～13:00
お昼のひとときに、日本の伝統文化である詩
吟をお届けします。
出演：「詩吟・貝取のどとれの会」
担当：文化部

■自然ミニ散歩
12/8（土）9:30～12:00 開催
峰岸久雄講師の解説で、瓜生緑地の冬を探
索します。普段なにげなく歩いている緑地や公
園の草木が、解説を聞くことで一変して見える体
験が待っています。
申 込：先着 15 人（受付中）
参加費：100 円（保険代）
集合場所：貝取こぶし館ピロティ前
共 催：多摩市公民館
担当：総務部

■冬のロビーコンサート
12/23（祝）17:00 開場 17:30 開演
弦楽器と木管楽器とピアニーノ（小型ピアノ）に
よる室内楽コンサートです。あたたかなロビーでゆ
ったりとしたひとときをどうぞ。

12/1 から

前売り 500 円（当日 600 円）

コーヒー/紅茶またはワインのサービスあり
出演：
工藤由紀子 Vn、吉濱綾伽 Vc、金 詠子 Pianino
木管楽器（おたまじゃくしメンバー）
主な曲目：
ピアノ三重奏曲（モーツァルト）、白鳥（サン・サ
ーンス）、ウィーンの森の物語（シュトラウス）、踊
る人形（クライスラー編曲）
※チケット販売は定員 120 席まで。全席自由席。
定員を超えたら安全のため入場制限します。
担当：ロビーコンサート実行委員会

■元気チェック
12/13（木）13:30～14:30
介護予防の月例検診と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、「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
12 月の担当：総務部

■冬の子どもと大人の
工作の日

■特定申請の受け付け

12/16（日）10:00～16:00
●「多摩そば」地粉で手打ちの麺作り
10:00～14:00、先着30人（ホール）
参加費は当日払い、一般200円、中学生以下
100円（受付中）、エプロンを持参してください。

丘の上パティオ本館 1F

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、12 ⽉中有効〜

永山店
貝取店

永山 4-2-3-105
貝取 4-2-1-101

フリーダイヤル

●所在地
〒206-0012
多摩市⾙取
4-5-1

●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

営業︓11 時〜22 時（年中無休）

●FAX
042-389-4197

■利用者懇談会

12/28 まで 3,000 円以上のお買上げで買物代⾏⼿数
料無料︕お気軽にお問い合わせください。

坂内 多摩センター店

●電話
042-389-4196

●開館
9:00〜21:30

こぶし館をご利用の皆さまからご意見をうかが
うとともに次のお話をします。
・市から、1月導入の予約システムについて
・運営協議会から、貸室利用状況について
より使いやすい快適なこぶし館を目指して、建
設的なご意見をお寄せください。
担当：総務部

①羊の毛からフェルトがまぐち 10:00～14:00
先着10人（受付中）、一般200円（会議室）
②ミニ・クリスマスツリー 14:00～16:00
③ミニ・はごいた 14:00～16:00
※②、③は当日先着20人、無料（ホール）
共催：青少協貝取地区委員会
担当：工作の日委員会

⾙取こぶし館
運営協議会
広報委員会

2019年4月後半～5月の自治会・管理組合向
けホール予約を受け付けます。4月分は1月5日
（土）、5月分は1月19日（土）19時までに所定の
申請書を提出してください。

12/2（日）13:30 開会

●「手作りの楽しみ」

●発⾏／編集

（9︓00〜18︓00）
ナビダイヤル

●受付
9:30〜20:00
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休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

12月のこよみ

◆催し物の報告

1 ⽇ ⼟ 理事会

◆こぶし館まつり 2018

2 ⽇ ⽇ 利⽤者懇談会

11 月 11 日、爽やかな好天に恵まれて
広場も館内も盛況で、笑顔あふれる「こぶ
し館まつり 2018」になりました。

3 ⽇ ⽉ 福祉なんでも相談
7 ⽇ ⾦ ミニ・ロビーライブ
8 ⽇ ⼟ ⾃然ミニ散歩会
10 ⽇ ⽉ 休館⽇、スタッフ会議
⼦どもコーナー

13 ⽇ ⽊ 元気チェック
16 ⽇ ⽇ ⼦どもと⼤⼈の⼯作の⽇

和太⿎衆雅武者

22 ⽇ ⼟ ⾃転⾞整備、新鮮野菜市
23 ⽇ ⽇ 冬のロビーコンサート
24 ⽇ ⽉ 休館⽇
⾙取⼩ 3 年⽣有志

※年末年始の休館︓12/29〜1/3

多摩っこ

■休館中の貸室受付日
●12 月 28 日（金）受付
2 月 28 日に利用する分
●1 月 4 日（金）受付
3 月 1 日～4 日利用の分
※問い合わせは 10 時～20 時に

永⼭⾼校吹奏楽部
⼦ども劇場

◆福祉講座介護保険の仕組みⅡ
10月14日、地域包括支援センターの専
門家により、介護の現場の状況や「改正介
護保護法」などの説明が行われました。

◆ウォークラリーと歩こう会

29 ⽇ ⽇ 年末野菜販売

12月のギャラリー
12⽉1⽇（⼟）〜14⽇（⾦）
「こぶし館まつり2018」写真展

◆ミニ・ロビーライブ
10月20日に「まぐのりあ」の、11月14日に
は「リコーダーおたまじゃくし」の演奏が行
われました。

11月3日、好天の元、スタッフを含め150
人の参加がありました。中には4歳と小学
生、お母さんの親子がゴールまで歩き通す
姿もあり、みんなの笑顔を招いていました。

12⽉15⽇（⼟）〜1⽉7⽇（⽉）
「クリスマス・年末年始飾り」

《地域情報》

《貝取小学校》
12 月 25 日（火） 終業式
問：042-376-0234
まぐのりあ

《豊ヶ丘小学校》
12 月 25 日（火） 終業式
問：042-371-3341

《こども食堂》

歩こう会

おたまじゃくし

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

毎月第 2・4 水曜日 16：00～19：00
12 月 12 日と 26 日
場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

