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● 2019年 元旦

新年あけましておめでとうございます。
貝取こぶし館は、地域の皆さまと共に 25 年間歩んで参り
ました。今年から、公共施設案内・予約システムが導入され
ます。より一層努力して、皆様のご来館をお待ちしておりま
すので、どうぞよろしく、お願い申し上げます。

●発⾏／編集

貝取こぶし館運営協議会
会長 中嶋孝彦

■チャリティ 新春コンサート
1/20（日）13:00 開演
●会場：ホール（入場無料）
新春の午後のひととき、琴、二胡、舞踊、大正琴な
ど、地域の皆様による華やかな演奏や舞踊をお楽しみ
いただきます。ご来場の方は、チャリティ募金にご協力
をお願いします。
お寄せいただいたご厚意は「桃・柿育英会東日本大
震災遺児育英資金」に贈ります。
※当日は手作りの甘酒があります。
●出演団体
「デュオ ゆう」 .............................. 琴演奏
「寿乃会（すずのかい）」 ................. 新舞踊
「Maulani Hula」 ............................ ハワイアン
「小さな音楽会“結弦（ゆずる）”」 ..... 二胡演奏
「新婦人松桜会」 .......................... 新舞踊
「琴遊会」 .................................... 大正琴
担当：文化部

2019年1月31日(木)配達分まで3,000円（税込）
のお買上げで買物代⾏⼿数料無料です︕

貝取こぶし館
運営協議会
広報委員会
●電話
042-389-4196

■ミニ・ロビーライブ
2/1（金）12:30～13:00

●FAX
042-389-4197

お昼のひとときに、二胡の演奏を。
出演：「小さな音楽会“結弦（ゆずる）”」
曲目：草原情歌、雪の華、他
担当：文化部

●所在地
〒206-0012
多摩市貝取
4-5-1

■第 6 回福祉講座 参加者募集
「近所de元気アップトレーニング」
「近トレ（軽体操）」で、“私も元気で周りも元気”
ご近所の皆さんと楽しい体操サークルを始めません
か？スタート応援講座です。理学療法士がサポートし、
講義と実技で学びます。ぜひ、ご参加ください。

●開館
9:00〜21:30
●受付
9:30〜20:00
●ホームページ
貸室予約情報

申込：1/20（日）より（電話または受付で）
開催：2/17（日） 10:00～11:30
会場：１F ホール 定員：20 人（無料）
共催：多摩市中部地域包括支援センター
指導：多摩市社会福祉協議会
担当：福祉部
出前迅速、年中無休、駐車場完備

☎ 042-374-0606
江戸前

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

（9︓00〜18︓00）
ナビダイヤル

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）
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■元気チェック
1/10（木）13:30～14:30
介護予防の月例健診（血圧・握力・酸素
飽和度の測定）です。今月の軽体操では、
2020東京パラリンピックの競技種目としてテ
レビで話題の「ボッチャ」が体験できます。
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。お持ちでない
方には会場でも発行します。
共催：中部地域包括支援センター
1 月の担当：健康部

◆催し物の報告

休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

◆自然ミニ散歩
12月8日、峰岸久雄講師の解説で、瓜
生緑地の冬を探索しました。

1月のこよみ
4日

⾦ こぶし館開館

5日

土 新年委員研修

6日

日 理事会

7日

月 福祉なんでも相談

10 日 木 元気チェック
14 日 月 休館日

◆子どもと大人の工作の日

20 日 日 チャリティ新春コンサート

12 月 16 日、手作りの工作と伝統料理の
多摩そば作りを楽しみました。

26 日 土 ⾃転⾞整備
28 日 月 休館日、スタッフ会議

◆ラジオ体操教室

1月のギャラリー

11 月 21 日、10 時から、オリンピック・パ
ラリンピック推進事業としてラジオ体操教
室が開催されました。

〜1月7日（月）
「お正月飾り」
1月21日（月）〜31日（木）
「大人の塗り絵貝取」作品展

■地域情報
《第 32 回どんど焼き》
◆利用者懇談会
12 月 2 日、1 月から導入する Web 予約
システムの説明を中心に、利用者と意見
交換を行いました。例年を超える 70 人余り
の参加者から質問が相次いでいました。

日時：1 月 12 日（土） 13:00 点火予定
場所：豊ヶ丘小学校校庭
内容：どんど焼きの炎で焼いたお餅を焼
いて食べ、一年の健康を祈ります。甘
酒、おしるこ、とん汁もあります。
お飾りなどの持ち込み受け付けは、
点火 15 分前まで。以降の持ち込みは固
くお断りします。（小雨決行）
問：042-376-9126 （武内）

《貝取小学校》
◆ミニ・ロビーライブ
12 月 7 日、「貝取のどとれの会」の詩吟
による、のどトレが披露されました。

1 月 8 日（火） 始業式
問：042-376-0234

《豊ヶ丘小学校》
1 月 8 日（火） 始業式
問：042-371-3341

《こども食堂》
毎月第 2・4 水曜日 16：00～19：00
1 月 9 日と 23 日
場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

■こぶし館新鮮市

玄関前

1 月はお休みさせていただきます。

■自転車の点検と整備

玄関前

1/26（土）10:00～14:00
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）

■予約システムについて
1/4（金）から運用開始の予約システム
では、新しい利用者番号とパスワードが必
要になります。また、4/1以降の貸室利用
には、団体登録の更新も必須です。
現在、既存の登録団体には、受付で次
の書類をお渡ししています。
①多摩市公共施設利用者登録済証
②「予約システム」での貸室予約方法
③コミュニティルーム予約申込書用紙
④団体登録更新のお知らせ
⑤コミュニティ団体登録票
ご利用の皆さまには何かとお手数をか
けますが、ご理解とご協力をくれぐれもお
願いいたします。

売り上げアップ
家のリフォーム・修理なら♪地元のミサトへ
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

広報・宣伝に
お仲間募集に

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、1 ⽉中有効〜

広告を出しません︖
問︓10 時〜 389-4196

