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〜 パルテノン多摩 音楽家派遣事業 〜

2/24（日） 開場14:30

開演15:00

会場：貝取こぶし館ロビー

■文化祭2019 “始動”
開催は 6/8（土）、9 日（日）

早春の光のように華やかな金管五重奏が
優しくあなたをつつむ極上のひととき
トランペット
ホルン
トロンボーン
チューバ

荻原和音、高橋勇太郎
齋藤嵩之
尾崎麻佑子
三木博士

自分たちの作品を自分たちで飾り、地域の人
たちに披露する、まさに「手作りの文化祭」です。
さぁ、今年も活動をはじめましょう。
出展者募集：4 月 1 日（月）～30 日（火）
出展説明会：5 月 18 日（土）13:30、ホール
担当：文化祭実行委員会

チケット発売中
前売り￥450、当日￥500
定員120人 全席自由

■骨密度測定と食育講話

※当日は一般駐車スペースがありません。
お車での来場はご遠慮ください。

●発⾏／編集

2/19（火）
受け付け 9:30、開講 10:00

♣主な予定曲
金管五重奏曲 第 3 番
V.エワルド
Jive for Five
P.ネーゲル
子どものサーカス
J.クーツィール
主よ人の望みの喜びよ
J.S.バッハ
ウェストサイドストーリーより L.バーンスタイン
担当：ロビーコンサート実行委員会

■第6回福祉講座
近所 de 元気アップトレーニング
2/17（日）10:00～11:30
“私も元気で周りも元気”
ご近所の皆さんと体操サークルを始めましょう。
理学療法士があなたの活動をサポートします。
講義と実技で学ぶ元気アップ講座です。
開催：2/17（日） 10:00～11:30
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

貝取こぶし館
運営協議会
広報委員会

骨密度を測定し、結果を本人に説明します。
講演：骨粗しょう症や食生活の注意（仮題）
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

■求む、こぶし館スタッフ
募 集：夜間勤務 1 人、募集要項は配布中
対 象：次のすべてに該当する方
人と接するのが好きで、明るい方
徒歩または自転車で通勤可能な方
ボランティア活動に理解がある方
業務内容：施設の日常管理・受け付け業務など
（パソコン入力作業あり）
応募は3月8日までの10時から20時。最終日
は17時まで。面接選考は3月10日です。
※3月中に実務研修あり（有給）
採用期間：4月1日から2020年3月31日
（詳細は要項をご覧ください）

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

●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、2 ⽉中有効〜
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■福祉なんでも相談
2/4（月）13:30～15:00
毎月第一月曜に福祉に関する総合相
談と、ちょこっと講座を開いています。
2 月の講座：介護保険について
事務局：社会福祉協議会
協力：貝取こぶし館
中部地域包括支援センター

■元気チェック
2/14（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。軽い体操で体を
ほぐし、寒さを乗り切りましょう。
参加者は、「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
2 月の担当：総務部

◆催し物の報告
◆冬のロビーコンサート
12 月 23 日、室内楽コンサートが開か
れ、ロビーはクラシックの生演奏で優雅な
空気に包まれました。

休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

■予約システムについて
運用が始まった予約システムでは、利
用者番 号 とパス ワー ド が必要 です 。ま
た、4 月からのサークルロッカー利用申し
込みには、登録の更新も必須です。
次の書類をお持ちでない団体は、至
急こぶし館受付にお越しください。
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、ご理解とご協力をお願いいた
します。 ↘

■地域情報
《おたのしみゲーム大会》
10 日（日） 10:00～
会場：貝取こぶし館ホール
ビンゴゲーム、スライム作り、吹き矢、わ
なげ、カロム体験。とん汁もあります。
参加：保険代・マウス代 100 円
主催：青少協貝取地区委員会
問：042-376-9725（斎藤）

1 月 10 日、2020 東京パラリンピックの競
技種目「ボッチャ」を参加者 20 人が 4 チー
ムに別れて体験、一投一投に歓声がこぼ
れて、にぎやかでした。

7 日（木）～9 日（土） 学校公開
9 日（土） 貝取小グリーンデー
緑化活動と炊き出し（正門付近の清掃、
花壇の植え替えなど。地域市民の参加歓
迎（希望者は 13 時に正門付近に集合）
問：042-376-0234（佐藤副校長）

《豊ヶ丘小学校》
9 日（土） 学校公開
21 日（木） 避難訓練
22 日（金） 学校林整備作業
27 日（水） 授業公開
問：042-371-3341

《こども食堂》
毎月第 2・4 水曜日 16：00～19：00
13 日と 27 日
場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

⽩に近いのは︖

出前迅速、年中無休、駐車場完備

☎ 042-374-0606

畳の張替えキャンペーン開催︕2019年2月28日（木）
受付分まで。お気軽にお問い合わせください。

⾦ ミニ・ロビーライブ

2日

土 理事会

4日

月 福祉なんでも相談

11 日 月 休館日
14 日 木 元気チェック
17 日 日

近所 de
元気アップトレーニング

19 日 火 ⾻密度測定
23 日 土 ⾃転⾞整備
24 日 日 春のロビーコンサート
25 日 月 休館日、スタッフ会議

２月のギャラリー
1 日（⾦）〜14 日（木）
「心に残る聖書のことば」展
めぐみバプテスト教会
18 日（月）〜3 月 8 日（⾦）
「おひなさま飾り」 運営協議会

■こぶし館新鮮市

玄関前

■自転車の点検と整備

玄関前

2/23（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）

↘コミュティルーム
予約申込書用紙について
新システムで貸室を予約される方への
お勧めは、あらかじめ「コミュニティルー
ム予約申込書用紙」に記入してくること。
お仲間と活動予定を相談されるときに
書けば、予約違い防止にも役立ちます。
この用紙は、受付に常 備してあるほ
か、ホームページからもダウンロードでき
ます。ぜひご利用ください。
http://kobushi-kan.net/pdf/
yoyaku_youshi.pdf

売り上げアップ
広報・宣伝に
お仲間募集に

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）

1日

2 月はお休みさせていただきます。

《貝取小学校》

◆元気チェック

２月のこよみ

永山店 永山 4-2-3-105
貝取店 貝取 4-2-1-101 〉9 時〜18 時
フリーダイヤル

ナビダイヤル

広告を出しません︖
問︓10 時〜 389-4196

