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出展作品募集
受付：4/1（月）～30（火）
開催：6/8（土）～9（日）
要項配布は 3 月 1 日（金）から、受け付けはもうすぐの 4 月 1 日（月）から
絵画、写真、書、彫刻、陶芸、工作、和洋裁ほか、ジャンルを超えた作品も歓迎
出展は未発表のオリジナル作品が原則、詳細は募集要項をお読みください。

■出展者説明会

■元気チェック

日時：5/18（土） 10:30 より
※時間が 11:30 から変更になりました。
会場：ホール
出展を申し込まれた方は、必ず出席してくださ
い。代理人でも OK です。
作品の搬入・搬出時刻と手順、展示方法、展
示位置など、具体的な手順を打ち合わせます。
当日、出展料（団体 600 円、個人 300 円）を
お支払いいただきます。
担当：文化祭実行委員会

■知っ得講座
「後期高齢者になると何が変
わるの」
3/13（水） 13:30～15:00
75 歳以上になると、後期高齢者医療保険の
対象になり、保険証や費用負担や、いろいろと
変わってきます。
市役所担当課から説明を聞きましょう。
会場：音楽室
講師：多摩市高齢支援課員
担当：総務部

●発⾏／編集

3/14（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）と軽体操です。
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
3 月の担当：健康部

■2019 年度の事業予定
次年度の主な事業計画は、次のように決まり
ました。
◇文化祭
◇夏のロビーコンサート
◇カラオケ交流会
◇こぶし館まつり
◇冬のロビーコンサート
◇春のロビーコンサート

6/8（土）、9（日）
8/25（日）
9/22（日）
11/10（日）
12/22（日）
2月または3月

⾙取こぶし館
運営協議会
広報委員会
●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

地域の皆様の楽しみなイベントとなるよう、この
他にも計画してまいります。どうぞ、こぶし館に足
をお運びください。
運営協議会
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
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

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、3 ⽉中有効〜

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）

こぶし館だより

3月号

（第296号） 発行：2019年3月1日

■福祉なんでも相談
3/4（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。
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

◆催し物の報告
◆チャリティ新春コンサート

休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

■サークルロッカー
利用団体募集
3/1（金）～15（金）
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（土）
までにロッカーを清掃し、返却の手続き
をしてください。

■ミニ・ロビーライブ
出演者募集

1 月 20 日、箏、新舞踊、二胡、大正琴、
ハワイアンなど 6 団体が出演し、華やかな
舞台でした。チャリティ金 20,116 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。ご協力ありがとうございました。

こぶし館ロビーで昼のひとときを楽しん
でいただくコンサートです。
開催月：毎月 1 回／年 12 回
月曜日～土曜日のいずれか
時 間：12：30～13：00、参加費：無料
募集期間：随時受付（10：00 以降）
担当：文化部

◆ミニ・ロビーライブ
■地域情報

2 月 1 日、小さな音楽会“結弦（ゆづる）”
による二胡演奏があり、心にしみわたるよう
な音色に、皆さん聞き入っていました。

◆近所 de
元気アップトレーニング

３月のこよみ
2⽇

⼟ 理事会

4⽇

⽉ 福祉なんでも相談

11 ⽇ ⽉ 休館⽇
13 ⽇ ⽔ 知っ得講座
14 ⽇ ⽊ 元気チェック
23 ⽇ ⼟ ⾃転⾞整備
25 ⽇ ⽉ 休館⽇、スタッフ会議

３月のギャラリー
〜８⽇（⾦）
「おひなさま飾り」 運営協議会
16 ⽇（⼟）〜31 ⽇（⽇）
「コンカメ仲間の写真展」

■こぶし館新鮮市

玄関前
3 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

3/23（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）

《青少協から表彰されました》

■求む！鯉 のぼり

2月9日、市役所で平成30年度の青少
年対策協力者の表彰式があり、こぶし館
運営協議会の大野明男、芝田仁、高橋健
一の各氏も表彰されました。

ご家庭で眠ったままの鯉のぼりはござい
ませんか。春風に吹かれて青空を泳いで
こその鯉のぼりです。こぶし館に寄付をご
検討ください。
大きなものは 4 月末から東広場で泳が
せ、小さなものは館内に飾ります。勝手な
がら準備のため、ご寄付は 4 月 15 日（月）
までにお願いします。

《貝取小学校》
22 日（金） 終了式
25 日（月） 卒業式
問：042-376-0234（佐藤副校長）

《豊ヶ丘小学校》
22 日（金） 終了式
25 日（月） 卒業式
問：042-371-3341

《こども食堂》
2 月 17 日、定員を超える参加者で楽し
い講習会が開かれました。

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）
粗大ゴミ搬出代行キャンペーン開催！2019 年 3 月 31
日（日）受付分まで。お気軽にお問い合わせください。

広告出さない︖

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

ナビダイヤル

問︓10 時〜 389-4196

