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夜のひととき サロンで音楽を

多摩ニュータウン・ツアー ２０１７秋

「和田・一ノ宮のたからもの」
秋の夜長、ジャズの演奏をお楽しみください。
ご来場をお待ちしています。
（入場無料）
奈良・平安時代から人々のいとなみが続く、和田・東
寺方・一ノ宮の古墳、石仏、神社、お寺を巡ります。
■日 時 １１月 2５日（土）午後 7 時 30 分～8 時
■場 所 2 階 サロン
■演 奏 “広瀬 久美トリオ”

コース：多摩モノレール松が谷駅－愛宕神社－稲荷塚古
コース
墳－寿徳寺－山神社－真明寺－一ノ宮小野神社－
聖蹟桜ヶ丘駅（全行程 約７．５㎞）

Fly me to the moon
広瀬 久美さん（Ｖ）
ﾊﾞｰﾄ・ﾊﾜｰﾄﾞ
柳田邦一朗さん（Ｐ）
曲目
Close to you
多田 信吾さん（Ｂ）
ﾊﾞｰﾄ・ﾊﾞｶﾗｯｸ
Bei Mir Bist Du Schon／ｼｮﾛﾑ・ｾｸﾝﾀﾞ 他

参加費無料
■日 時 １１月２５日（土）午前１０時～午後３時
■集 合 午前１０時
多摩モノレール松が谷駅 改札口前
雨天の場合、１１月２６日（日）に順延。
その際は、当日朝連絡をします。
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身近な法律教室
■持ち物 昼食、飲み物、雨具等

「エンディングノートを考える」
■申込み 定員２０名
申込み締め切り：１１月２３日（木）

ノートに書いてみることで、あなたを見つめ直すき
っかけになるかもしれません。
お気軽にお越しください。
講師

■
■
■
■
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２７日より事務局で受け付けます。
受付時間：午前１０時～午後８時
電話受付：午前１０時３０分～ ℡ ３７１－８８０６

弁護士 杉野 公彦さん
（ひめしゃら法律事務所）

日 時
場 所
入 場
問合せ
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１１月１５日（水）午後 2 時～4 時
1 階 ホール
無料（直接会場へお越しください）
事務局 ℡ 371-8806

多摩稲城防犯協会
落合鶴牧南野支部 「防犯交流会」

「わが家、わがまちの防犯対策」をテーマに、防犯
の集いを開催します。地域防犯活動、地域の安全・安
心の取り組みなどについて情報交換をしませんか。

多摩市社会福祉協議会 「ふれあいトムとも」

防災まち歩き
■日 時
■場 所
■内 容

Ａ「落合コース」、Ｂ「鶴牧コース」に分かれて、防災
倉庫、南野給水所の見学や地域にあるさまざまな防災ポイ
ントを確認しながら歩きます。その後、トムハウスへ戻り
ふり返りを行います。
（終了：１２時）
■日 程 １１月４日（土）
■集 合 Ａコース落合中学校 午前９時３０分 正門前
Ｂコース南鶴牧小学校 午前９時３０分 体育館前
■持ち物 飲み物、筆記用具 ※歩きやすい服装で参加を
■申込み・問合せ
多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進係
担当：佐藤・大槻 ℡ 373－5616

小雨決行ですが、判断に迷っ
たらご連絡ください。

■参加費
■問合せ

トムハウスまつりのお礼
お知らせ
「第２６回トムハウスまつり」はにぎや
かに開催され、無事に終えることができ
ました。ご来場、ご協力をいただいた皆
さまにお礼を申しあげます。
ありがとうございました。
まつり実行委員長 山田 祐子

申込締切
１０月３０日（月）
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１１月１９日（日）午後２時～４時
１階 ホール
多摩中央警察署生活安全課及び地域の防
犯活動団体の情報交換等
無料（直接会場へお越しください）
事務局（℡ 371-8806）

１１月の休館日：７日、２１日、26 日
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http://www.tomhouse.org
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臨時休館
(電気工事の為)

11 月 26(日)

受４は各回先着５名です
2017 年 10 月 27 日●こんにちは TOM です
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高齢者食事懇談会

秋も深まり、朝晩も冷えてきました。
今月はほっこりと温かいメニューで皆
さまをお待ちしております。

日 時
場 所
対 象
参加費
献 立

１1 月１４日（火）１２時～
１階 ホール
７０歳以上の方（付添可）
３００円
・白菜と鶏団子のスープ
・五目ご飯

１１月のパソコンサロン

パソコンを実生活に役立ててみません
か。これからパソコンを始めようとする
方や、もっと上達したい方を支援するサ
ロンです。
お気軽にご参加ください。

お楽しみに。

４日(土) １３：３０～１５：３０
ワードでチラシ作り
１１日(土) １３：３０～１５：３０
エクセルで作る簡単な集計表
２７日(月) １３：３０～１５：３０
インターネット活用～地図～
受付は各回先着 6 名です。初めての方
は 27 日から、参加経験のある方は 28
日以降にお申し込みください。
受付時間は午前 10 時～午後 8 時
電話受付は１０時３０分から

27 日よりお申し込みください。
※申し込みは本人
みは本人に
本人に限ります。
ります。
受付時間は午前 10 時～午後 8 時
電話受付、キャンセル待ち、当日受付はい
ずれもできません

土曜の朝、美しいピアノの音に耳
を傾けてみませんか。サロンの生演
奏にぜひお立ち寄りください。

・日 時 11月１８日（土）
13時３０分～15時３０分
・場 所 ２階 会議室
・定 員 １０名
・費 用 ３００円（テキスト代含む）

<１１月の日程と演奏者>
４日（土）矢澤 一彦さん
１８日（土）渡辺のり子さん
<演奏時間>
午前 11 時～11 時３０分
<場
所>
2 階 サロン

ま しょう

■問合せ 間 正
090-2228-2753
kendaiminorin@gmail.com
健康体操 ル・ソレイユ
会員募集
元気に年を重ねて健康寿命をのば
しましょう。体操の他、ボールやダン

９：３０～１１：３０
■場 所 トムハウス（予定）
※第 3・4 水曜日は落合中学クラブ
ハウスで活動
■連絡先 星 ℡３７３－５３６７
桑原 ℡３７６－２１３６

「孔版画の
孔版画の年賀状づくり
年賀状づくり」
づくり」
※受講者はワードがインストールされて
いるパソコンを持参。
※デジカメ写真をCDやUSBメモリなど
に保存されている方は、ご持参ください。

・申 込 １０月２７日（金）～
11月１１日（土）
受付時間は午前 10 時～午後 8 時
電話受付は１０時３０分から

１１月の福祉カラオケ
（℡371-8806）
開始

■参加費 お問合せください

ベルなどを使って動きます。
■日 時 第 1・第 2 水曜日

平成２９年度
「ワードで作る年賀状講座」

「ピアノ生演奏の日」

催し物

き合う時間を作りませんか？
■日 時 毎週水曜日

（℡371-8806）
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日

忙しい日々、ヨガを通して自分と向

９：３０～１１：３０
■場 所 トムハウス（予定）

・りんごとレーズンの甘煮
イベント「吉田陽宏さんのギターと歌」
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ヨガサークル kira☆
kira☆ri
メンバー募集
メンバー募集

参加費無料

・酢の物
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サークルからのお知らせ

場所

利用者懇談会開催のお知らせ
４(土)

福祉カラオケ

13:30 音 1

2８(火)

福祉カラオケ

13:30 音 1

■日 時 １１月１２日（日）
午後２時～３時３０分
■場 所 １階 ホール

親族・知人に、日頃お世話になった
感謝の気持ちを込めた年賀状を作成
してみませんか？
■講 師
生涯学習一級インストラクター
田中 八郎さん
■日 時 １１月１５日(水)
14：００～１６：００
■場 所 トムハウス（予定）
■材料費 １００円（当日徴収）
■持ち物 はさみ、定規、新聞紙
■問合せ さくらんぼの会
平田 ℡372-３２１５

★大人も学べる公文書写教室です★

～トムハウス清掃

南野ゴルフ
作業員急募～
作業員急募～
ペン習字 かきかた 筆ペン 毛筆

平日：２時間半打ち放題
土日祝:
土日祝:２時間打ち放題

無料体験学習受付中
無料体験学習受付中
11 月 10 日(金)～11 月 30 日(木)
講師

皆川

TEL

090090-61346134-1523

多摩市鶴牧 3-17 エステート鶴牧集会所
学習日

木曜日１４時３０分～１９時
金曜日１８時３０分～２０時

一般

女性

3F
2F

1300 円 1300 円
1400 円 1300 円

1F

1500 円 1300 円

シフト制で週３～４日程度
シフト制で週３～４日程度
作業時間７：００～１１：３０
作業時間７：００～１１：３０

時給 ９７０円
担当：笹本
（株）サンシード（担当
笹本）
株）サンシード（担当
お問合せ：０８０－４４１６－２３６０

Tel 373-3730

〒206206-0033 多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡371371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

