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■こぶし館の運用変更について
１/8～2/7 を期間として、政府から緊急事態宣言が発
出されたことに伴い、貝取こぶし館の運用を次の通り変
更しました。
◆受付業務は 19:00 までとします。
◆貸室の利用時間は 19:00 まで、フリースペースの利用
は 20:00 までとします。（夜間Ⅱの利用は不可）
◆2/7 までの貸室利用キャンセルは、利用日前に申し出
（電話可）あればどの時間帯枠でも全額返金します。
◆制限運用は 2/7 までを目途としますが、状況により延
伸したり、各予定行事も中止する場合があります。（随
時ホームページでお知らせします）
貝取コミュニティセンター運営協議会

■福祉なんでも相談
2/1（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

■元気チェック
2/12（金）13:30～14:30
会場：ホール
介護予防の健診と軽い運動です。
※健康手帳を持参のこと
協力：社会福祉協議会 介護予防リーダー
担当：総務部

ホームページ http://kobushi-kan.net

■ミニ・ロビーライブ
2/19（金）12:30～13:00
オカリナの懐かしい演奏をお楽しみください。
出演：「オカリナ デュオ 花」
曲目：見上げてごらん夜の星を、島唄 他
担当：文化部

■楽しい薬膳講話会
2/27（土）10:00～11:30
テーマ：免疫力を高め、香りで元気を保つ
※講義のみで料理実習はありません
会場：ホール 定員：30 人（先着順、無料）
講師：葭谷麻利子（よしやまりこ）氏
市立健康センター 管理栄養士
申込：2/5（金）11：00 から（電話可）
持ち物：筆記具、スリッパ、マスク着用
担当：福祉部

■春のロビーコンサート
3/7（日） 14:00 開場 14:30 開演
ロビーでゆったりと、語りとチェロ、キーボードに
よるリーディング・コンサートをお楽しみください。
演奏者：薄井信介（チェロ）、鈴木しゅう（語り）、
Singer haru（歌）
曲目：セロ弾きのゴーシュ、星めぐりの歌、親愛なる
言葉 他
チケット：2/14（日）から前売り（定員 50 人）
大人 500 円、中学生以下 100 円
主催：多摩市 主管：パルテノン多摩共同事業体
担当：ロビーコンサート実行委員会

「お花の定期便はじめました︕
中央卸売市場から鮮度の良いお花をお届けします︕」
アレンジプラン（全３種類）・・・・・990 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
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★団体登録の更新
受け付け中
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。
登録申請書を、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 月末日まで有効
になります。

★利用者アンケート集計報告
毎年 12 月に開催されていた「利用者懇
談会」を本年度はコロナ感染予防対策に
よりアンケートで集約いたしました。
アンケート収集期間は 11/8～11/30、
月に 2 回以上利用の方が全体の 80％、
使い勝手もほぼ 90％以上の方から良いと
の回答を頂きました。
コロナ感染予防対策対応についても
80％以上の「良い」という回答でしたが、
「コロナ禍の情報を迅速に」「各部屋にア
ルコール消毒薬を設置してほしい」「加湿
器を設置してほしい」などの声も寄せられ
ました。
今後の館運営に役立て、出来ることから
対応してより良いこぶし館を目指していき
たいと思います。
貝取こぶし館運営協議会

定例休館日 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（月）～15（月）
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（火）
までにロッカーを清掃し、返却の手続き
をしてください。

催し物の報告
◆冬のロビーコンサート
12月20日、参加者50人で、しっとりとし
たクラシックからタンゴ（ピアソラ）まで、チェ
ンバロとのアンサンブルを楽しんでいただ
きました。

2 月のこよみ
1 ⽇ ⽉ 福祉なんでも相談
6 ⽇ ⼟ 理事会
8 ⽇ ⽉ 休館⽇
12 ⽇ ⾦ 元気チェック
19 ⽇ ⾦ ミニ・ロビーライブ
22 ⽇ ⽉ 休館⽇、スタッフ会議
27 ⽇ ⼟

薬膳講話会
⾃転⾞整備

■自転車点検・整備
2/27（土）10:00～14:00
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）

2 月のギャラリー
1⽉27⽇（⽔）〜2⽉9⽇（⽕）
「⼦どものアトリエかいどりやまアートスタジオ
2021新春作品展」
13⽇（⼟）〜27⽇（⼟）
「めぐみバプテスト教会」
28⽇（⽇）〜3⽉13⽇（⼟）
「ひな飾り」

★ウォークラリーの中止
2/28（日）に予定していましたウォークラ
リー・歩こう会は、コロナウイルス感染の収
束が見えず、残念ながら中止することにな
りました。
青少協貝取地区委員会

★豪雨災害義援金の送付
「日本赤十字令和 2 年 7 月 豪雨災害
義援金」 7,537 円 を 1 月 4 日に送金しま
した。ご協力ありがとうございました。

感染予防対策の再確認
改めて対策の実施を徹底しましょう。

◆ギャラリー展示
クリスマスにあわせて素敵なタペストリー
を飾りました。

地域情報
《こども食堂》
2 月 24 日（水）、食堂はお休みです
が軽食とジュースを、16:00～17:00、
17:00～18:00 時の 2 回（各 25 人）に分
けて配布予定です。
場所：「きっちん空」 貝取 1-47-9
問：042-316-9927（どんぐりパン）

安達流生け花の会
会員募集
月一回 午前中 10：30～12：00
お花の好きな方一緒に生けてみませんか。
道具はすべてご用意いたします。
問合せ先：042-373-6849 藤原

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、2 ⽉中有効〜

