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■今後のこぶし館について
9 月 27 日にこぶし館を利用した方が、新型コロナ
ウィルスに感染していることが 10 月 1 日に判明しまし
た。こぶし館はただちに感染防止策を実施して対応
しました。
貸室、ロビーなどの利用は、引き続きマスク着用で
の入館、各自手洗いなどの感染予防策をとり、使用
後には利用者に部屋の消毒をして頂いております。
使用人数制限が引き続き半数、調理室は会議の
み利用可（調理不可）です。今後ともこぶし館をご愛
用下さい。
なお、11 月のオープンデーは中止になりました。
貝取コミュニティセンター運営協議会

■ラジオ体操教室第 1
11/2（月）10:30～12:00

会場：ホール

●オリンピック・パラリンピック推進事業
「楽しく！美しい！ラジオ体操教室」
※運動ができる服装で、室内シューズ、タオル、
飲み物持参、マスク着用
申込：先着 15 人まで。只今受付中（電話可）
共催：貝取こぶし館、国士舘大学
担当：総務部
●毎年 12 月に開催しております「利用者懇談会」は、
本年度はアンケートでご意見などを集める形といた
します。後日、団体代表者へ書類を送付致しますの
で、よろしくお願い致します。

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

ホームページ http://kobushi-kan.net

■福祉なんでも相談
11/2（月）13:30～15:00

会場：調理室

●福祉の総合相談です。気軽にお声かけください。
雑談だけでもどうぞ。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

■「知っ得講座」～終活・相続セミナー
11/26（木）14:00～15:30 会場：ホール
講師：古宮 努（こみや つとむ）/司法書士、行政書
士、整理収納アドバイザー
内容：相続手続き、終活、遺言などについて芸名
゛柱 茶柱″（はしら ちゃばしら）こと古宮努氏が問
題解決に向けたナビゲートをお話しします。
申込：11 月 5 日（木）から先着 15 人
担当：総務部

■福祉講座「やさしい手話教室Ⅱ」
11/28（土）10:00～11:30 会場：ホール
●「おはよう」「こんにちは」など簡単な入門講座。
講師：NPO 法人多摩市聴覚障がい者情報活動セ
ンター 丸山氏
参加費：無料
申込：先着 15 人まで。只今受付中（電話可）
※今後の状況によっては中止となることもあります。
主催：貝取こぶし館 協力：社会福祉協議会
担当：福祉部

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、11 ⽉中有効〜
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ミニ・ロビーライブ
お昼のひとときを
素敵な音楽でお楽しみ下さい。

●独唱 髙橋留美子
11/5（木）12:30～13:00
曲目：「逢びき」
「アコーディオン弾き」他

●もっちんの歌畑（独唱）八木元貴美
11/14（土）12:30～13:00

定例休館日 毎月第2、第4月曜日、12月29日～1月3日

■元気チェック
11/12（木）13:30～14:30
会場：ホール
●介護予防の健診と軽い運動
※健康手帳を持参のこと
共催：貝取こぶし館、ネコサポ
協力：社会福祉協議会 介護予防リーダー
担当：総務部

★団体登録の更新
12/1（火）から受け付け

新年度（2021年4月1日から）の貸室利用
には、団体登録の更新が必要です。
登録申請書に記入、構成メンバー表とと
もに提出してください。更新後は、2022 年 3
●ねぎぼうず（三味線、おはやし、他） 月末日まで有効になります。
曲目：「かやの木やまの」
「スタンドアローン」
「秋の唱歌メドレー」他

11/21 日（土） 12:30～13:00
曲目：「荒城の月」」武田節」他

●ギター演奏 髙橋良味
11/28（土）12:30～13:00
曲目：「浜辺の歌」「夏の思い出」
「赤とんぼ」「涙そうそう」他

催し物の報告
◆ミニ・ロビーライブ
10月3日の小林 栞（しおり）さんのヴァ
イオリンの演奏、皆さんうっとり聴いておら
れました。

11月の こよみ
2⽇ ⽉

福祉なんでも相談
ラジオ体操教室

5 ⽇ ⽊ ミニ・ロビーライブ
7 ⽇ ⼟ 理事会
9 ⽇ ⽉ 休館⽇
12 ⽇ ⽊ 元気チェック
14 ⽇ ⼟ ミニ・ロビーライブ
21 ⽇ ⼟ ミニ・ロビーライブ
23 ⽇ ⽉

休館⽇
スタッフ会議、防災訓練

26 ⽇ ⽊ 知っ得講座
⼿話教室
28 ⽇ ⼟ ミニ・ロビーライブ
⾃転⾞整備

11 月のギャラリー
10⽉15〜11⽉8⽇ スクラッチアート２
11⽉10⽇〜24⽇ ⼀歩の会
11⽉25⽇〜 ⼤坪靖墨絵展

大坪靖氏の墨絵をご紹介して
います。

■自転車点検・整備
11/28（土）10:00～14:00

こぶし館所蔵の氏の墨絵のうち、題名
のついた作品は数点です。この作品には
「風の山稜」という題名がついています。
ご好評につき 11 月 25 日からギャラリー
で展示します。

場所：外部倉庫前
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」委員会の委員募集
地域情報
●11月3日に予定されていたウォークラリー
は延期になりました。
貝取地区青少協

《こども食堂》
11 月 25 日、食堂はお休みですが、軽
食と飲み物を配布予定です。詳しくはお
問合せ下さい。
所蔵 No.023 ⾵の⼭稜

⼤坪靖 画

場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

「⾒守りサービスはじめました︕
地域で活動するネコサポが皆さまを⾒守ります︕」
ハローライトプラン・・・・・⽉額 980 円
詳しくはお近くのネコサポステーションまで
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

「工作の日」委員会は、こぶし館
の工作室を使って、木・紙の工作を行
っています。毎月第１日曜日には工
作室を一般に開放し、工作のお手伝
いをしています。
夏（8 月）、冬（12 月）には「子どもと
大人の工作の日」として、夏は「T シャ
ツにお絵かき」、冬は「多摩そば作り」
を行っています。そのスタッフとして参
加できる方を募集しています。ご自分
の工作もできます。
担当：工作の日委員会

