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201９年度 総会日程調整会議のお知らせ

主催
事業

総会会場としてトムハウスを希望する管理組合、自治会
が先行して部屋の予約ができる制度です。予約対象期間は、
２０１９年４～６月です。
日程の調整をしますので、複数の候補日をご記入のうえお
申し込みください。
申し込み書は事務局でお渡ししています。
■日時
２０１９年１月２０日（日）
午前１１時～１２時３０分
■場所
会議室
■資料配布期間
１２月２０日（木）～1 月１７日（木）
■申込締切
２０１９年１月１８日（金）午後５時

２０１９年度 事業募集のお知らせ
運営協議会では主催、共催、後援事業の募集をします。
地域コミュニティづくり、ボランティア活動の充実など、
トムハウスを活用した幅広いアイデア、企画を提案して
ください。営利目的は対象外で、ボランティア活動に限
ります。
■募集と企画書配布の期間
１２月１０日（月）～２０１９年１月９日（水）
■締切
１月１０日（木）午後５時
■受付けと配布
事務局
採否について
運営協議会で内容、予算など総合的に検討し決定
します。※お問合せは事務局まで（℡ 371-8806）

※詳細は事務局までお問合せください（℡ 371-8806）

2019 年 1 月４日より市の予約システムが利用できます。
団体登録番号が変わります。
団体登録番号が変わります。
これは年度内に付与されますの
これは年度内に付与されます。
で
1 月からは新しい番号で使用の
1 月からは新しい番号で、使
用の手続きをしてください。
手続きをしてください。

2 か月前同日の予約（抽選への
参加）は「団体登録館」のみで可
能です。
（窓口で行う現在の予約方法）
（現在の予約方法と同じ）

インターネット予約（仮予約）
も可能です。ただし、本予約の手
続きは利用する館の窓口で行って
ください。
（1 週間以内）

各館で行っている予約方法などは従来どおりで変更はありません。詳細は事務局にお問い合わせください。

トムハウス利用音楽団体合同発表会

「第 22 回春がくるくるコンサート」

参加団体募集！！

トムハウスを利用する音楽団体が力をあわせて作りあげる
コンサートです。初めての団体もふるってご応募ください。
●発表の日
２０１９年３月３日（日）
●参加申込
応募書類を事務局で配布中
締切：１２月７日（金）
●第１回実行委員会
１２月８日（土）午前９時３０分 調理室

年末年始の予約受付について

12 月 28 日（金）の受付

年末年始の受付けは、
右記の通り２回に分けて行います。

予 約 の 日

年末年始の休館：１２月２９日（土）～
１月３日（木）

受 付

1 月４日（金）の受付
予 約 の 日

時 間

受

付

時

間

３月１日（金）

２月２８日(木)
午前９時
３０分

２日（土）
３日（日）

午前９時
３０分

４日（月）

１２月の休館日：４日、１８日
トムハウスホームページ

※１２月２８日(金)は午後６時で閉館します。
tomhouse.net

2018 年 12 月 27 日●こんにちは TOM です

主催
事業

№311

主催
事業

高齢者食事懇談会

寒くなりましたが、お出かけくだ
さい。スタッフ一同お待ちしていま
す。
日 時
場 所
対 象
参加費
献 立

１２月１１日（火）１２時～
１階ホール
７０歳以上の方（付添可）
３００円
・ミートローフ
・コーンスープ
・サラダ
・ロールパン
・デザート

※お持ち帰りは固くお断りします。
27 日よりお申し込みください。
※申し込みは本人に限ります。
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
主催
事業

12 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、もっと上達したい方を支援す
るサロンです。気軽にご参加ください。

主催
主催
事業
事業

歌えば楽しい。身も心も軽くなり
ます。どうぞご参加ください。

参加費無料

1 日(土) 13:30～15:30
エクセルで医療費集計
８日(土) 13:30～15:30
ワードで文書の編集
２４日(月) 13:30～15:30
これから始めるインターネット
～音楽を楽しむ～

日

催し物

開始

場所

1(土)

福祉カラオケ

12:30 音 1

25(火)

福祉カラオケ

12:30 音 1

後援
事業

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

「クリスマスを楽しむ会」
楽しかった思い出と
新年を迎える喜びを
みんなで歌いましょう！

（℡371-8806）

「ピアノ生演奏の日」

♪独

針生 嘉子さん
曲目 「荒城の月」
「アベ・マリア」他
♪ピアノ演奏 大坪 夕美さん
曲目 「星に願いを」他
♪ご一緒に歌いましょう！
クリスマスソング 他

年末のご多忙の折、土曜の朝のひと
ときを美しいピアノの演奏でおくつ
ろぎになりませんか。
サロンでピアノ生演奏を実施してい
ます。ぜひお立ち寄りください。お待
ちしています。

<１２月の日程と演奏者>
１日（土） 中村 真さん
１５日（土） 亀山 薫さん
<演奏時間>午前 11 時～11 時３０分
<場
所> 2 階サロン

12 月の福祉カラオケ

サークル紹介
記事募集！

広報紙「こんにちはＴＯＭです」で
は、登録サークルからのお知らせ記事
を募集しています。
掲載無料です。
前月の 27 日までに寄稿ください。

唱

・日

時 １２月２１日（金）
１４時～1６時
（受付は13時45分から）
・場 所 １階 ホール
・参加費 無料
飲み物はご持参ください。
主 催：さくらんぼの会
「寝たきりゼロをめざす会」
代表：平田千恵子
後 援：トムハウス運営協議会

南野ゴルフ
平日：２時間半打ち放題
土日祝:２時間打ち放題
一般

3F
2F
1F

女性

1300 円 1300 円
1400 円 1300 円
1500 円 1300 円
Tel 373-3730

〒206-0033

多摩市落合 6 丁目 5 番地

℡371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

