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開催 6/6（土）～7（日）
参加者と写真作品募集
■囲碁大会の参加者募集
小学生からベテランまで
受付：5/1（金） 10 時から
先着：20 人

■チャリティ
七夕コンサート 2020

小学生からベテランまで年齢制限なしで参加者
を受け付けます。大会は 6/6（土）の午後、開放的
なピロティで開催します。
いつもと異なる人と打てるチャンスです。ふるっ
てご参加ください。

7/5（日）13：00 開演
出演６団体募集
要項配布、4/20（月）より、
受付、5/１（金）～5/１5（金）

■写真作品募集

このコンサートは、東日本大震災遺児を継続
的に支援するチャリティコンサートです。
皆様の応募をおまちしております。
いただいたお金は「桃・柿育英会東日本大震
災遺児育英資金」に送金します。
※詳細は募集要項をご覧ください。
担当：文化部

受付：5/1（金） 10 時から
要項配布：4/1（水）から
応募：各テーマ先着 15 人
●私の 1 枚（貝取・豊ヶ丘）
貝取・豊ヶ丘とその周辺で撮った写真を公
募します。
日常のなにげない景色や季節をとらえたも
のなど、これはと思う写真をお寄せください。

●私のお気に入り
スマホや携帯電話などに保存されているお
気に入りの写真を公募します。
ペット、料理、手作り
工芸品など、あなたの
お気に入りの写真をお
寄せください。

☆作品は文化祭2020のギャラリーに展示しま
す。その他詳細は要項をご覧ください。。

こぶし館の運営委員

大募集
.

貝取こぶし館は、運営協議会というボランティ
ア組織が管理運営しています。運営委員は、事
業を企画したり、イベントを担ったり、そのために
さまざまな団体や組織と交渉したりします。
委員は、得意分野によって総務、文化、福
祉、健康という 4 つの専門部に分かれ……
まぁとにかく館の受け付けスタッフに、「運営
委員の説明を聞きたいんだけど」って、そんな
声をかけてください。
10 時～20 時、土日でも祝日でもどうぞ。
担当：総務部

●発⾏／編集
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
携帯⽤サイト

●⾙取こぶし館は
禁煙施設です

ランドリーサービス（洗濯代⾏）始めました︕
〜 先着 200 名様、専⽤ランドリーバッグが無料︕〜
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、4 ⽉中有効〜

永山店:永山団地商店街 9 時〜18 時
⾙取店:豊ヶ丘⾙取商店街 9 時〜18 時
グリナード永山店:グリナード永山 3F
10 時〜20 時
フリーダイヤル

ナビダイヤル

0120-545425 0570-051054
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休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

■福祉なんでも相談
4/6（月）13:30～14:30

■ミニ・ロビーライブ 2020
出演者募集

4月の こよみ

会場：調理室
福祉の総合相談とミニ講座です。専門
知識と資格を持った相談員が話を聞き、必
要なら行政、福祉、医療などの専門機関
や組織を紹介します。
共催：貝取こぶし館、社会福祉協議会

会場：ロビー
2020 年 5 月～2021 年 2 月までの原則
月 1 回、12 時 30 分～13 時で、出演される
団体や個人の方を広く募集します。
募集は 4 月 1 日（水）から（希望日の 2 ｶ月
前までにお申込みください）
※詳細は募集要項をご覧ください。

5 ⽇ ⽇ ⼯作の⽇

■元気チェック
4/9（木）13:30～14:30
会場：ホール
介護予防の軽い運動と、血圧・握力・酸
素飽和度の測定です。
※健康手帳を持参してください。
共催：貝取こぶし館
中部地域包括支援センター
協力：社会福祉協議会 介護予防リーダー
担当：健康部

■2020年度
貝取コミュニティセンター
運営協議会通常総会
5月10日（日）13:30からホールにて新年
度の総会を開き、前年度の事業報告と決
算、2020年度の事業計画と予算などを審
議、決定します。

担当：文化部

■「新型コロナウイルス」
対応について
4 月の貸室利用については、市の「新
型コロナウイルス」対策に基づき一部制限
される場合があります。
市のホームページやこぶし館ホームペ
ージで、最新の情報をご覧ください。
貸室の利用にあたっ
ては、手洗い、うがい、
マスク着用や消毒な
ど、各自が注意して行
動しましょう。

イラスト提供
藤⽥医科⼤学感染症科

こぶし館運営協議会

《地域情報》
《貝取小学校》
◆春のロビーコンサート

4 月 6 日（月） 入学式
問：042-376-0234

4 ⽇ ⼟ 理事会

6 ⽇ ⽉ 福祉なんでも相談 中⽌
9 ⽇ ⽊ 元気チェック 中⽌
13 ⽇ ⽉ 休館⽇
25 ⽇ ⼟ ⾃転⾞整備
27 ⽇ ⽉ 休館⽇、スタッフ会議

4月の ギャラリー
1⽇（⽔）〜11⽇（⼟）
⽇本の世界遺産Ⅱ
12⽇（⽇）〜25⽇（⼟）
コンカメ仲間の写真展
26⽇（⽇）〜5⽉11⽇（⽉）
五⽉⼈形飾り

自転車の点検と整備 玄関前
4/25（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）

■工作の日
4 月 5 日（日）=毎月第 1 日曜日、10 時～
16 時は無料で工作室を開放、誰でも個人
で工作室を利用できます。
自宅ではできない家具の修理や工作
に、どうぞご利用ください。ご連絡いただけ
れば委員会メンバーがお手伝いします。
担当：工作の日委員会

《豊ヶ丘小学校》
4 月 6 日（月） 入学式
問：042-371-3341

《青陵中学校》
2 月 23 日、パルテノン多摩音楽家派遣
事業、制作協力「音の葉」で打楽器のコン
サートを催しました。スネアドラム、タンバリ
ンなどの打楽器演奏とパフォーマンスも加
わり、楽しいコンサートとなりました。

4 月 7 日（火） 入学式
問：042-376-2211

《こども食堂》
4 月 22 日（水） 16：30～18：30
場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

《後援事業》
リコーダーおたまじゃくし
5/30（土） 14：00 開演
会場：ホール 入場無料
演奏曲目：バルトーク：ルーマニア舞曲
久石譲：君をのせて ほか
リコーダー愛好家によるすてきな演奏を
お楽しみください。

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

この紙⾯に広告を出しません︖
問︓10 時から 042-389-4196

