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主催
事業

201９年度 ロッカー使用団体募集

トムハウスで活動している団体に、ロッカーをお貸し
します。期間は 1 年間です。使用の条件は、原則として
月 2 回以上、定期的に活動している登録団体です。
使用料は５００円（１年）です。
■ロッカー選定の日時
４月７日（日）午前１１時～
代表者の方は２階会議室にお集まりください。
■募集期間：３月１日（金）～３０日（土）
事務局にお申込みください。
（電話での受付けはしません）
■現在、ロッカー使用の団体は、３月３１日（日）までに
鍵を返却し、ロッカーを明け渡してください。
※詳細は事務局にお問合せください（℡ 371-8806）
共催
事業

スプリングコンサート
♪素晴らしい歌声を体感しませんか♪

さくらんぼの会

■出 演 太田小百合さん(ソプラノ歌手)
■日 時 ３月１６日（土）
曲目
午後２時～４時
宵待草、この道、
■場 所 １階 ホール
千の風になって
他
■参加費 無料
直接会場へお越しください。
主催：さくらんぼの会『寝たきりゼロをめざす会』
共催：トムハウス運営協議会

共催
事業

多摩市社会福祉協議会

ふれあいトムとも

トムハウス地域で、高齢者の見守りや居場所づくりな
ど、さまざまな生活課題解決のネットワークづくりをめ
ざして活動している会です。
今回は“自分事”としての見守りについて、皆さんと
考えてみます。お気軽にご参加ください。
■日 時 ３月２日（土）午前１０時～12 時
■場 所 １階 ホール
■問合せ 多摩市社会福祉協議会 まちづくり推進係
℡ 373－5616 担当：大槻

3 月の休館日：５日、１９日

主催
事業

多摩ニュータウン・ツアー２０１９春

多摩境から唐木田まで、サクラめぐりです。希少種の
ホシザクラ、華やかな陽光ザクラ、ヤマザクラ、百本
シダレなど。
コース

多摩境駅－片所谷戸－尾根緑道－長池公
園（ランチタイム）－せせらぎ緑道－唐木田百本シダ
レ－唐木田駅

全行程 約 7.5ｋｍ

■日 時
■集 合

３月３０日（土）午前 10 時～午後３時
午前１０時、多摩境駅改札前
雨天時、３月３１日（日）に順延
（当日朝に連絡）
■申込み
２０人（先着順）
、参加費無
■締切り ３月２７日（水）午後 8 時
■持ち物
飲み物、昼食、雨具をご用意ください。
２７日より受け付けます。
（℡ ３７１－８８０６）
受付時間：午前１０時～午後８時 電話受付：午前１０時３０分～

共催
事業

身近な法律教室

「生活の落とし穴」

電子マネーなど暮らしの中の思わぬトラブルに、巻き
込まれないためのアドバイスをお話していただきます。
■日 時
■場 所
■講 師

３月１６日（土）午後２時～４時
２階 会議室
弁護士 杉野 公彦さん
（ひめしゃら法律事務所）

■参加費

無料（直接会場へお越しください）

後援
事業

お知らせ
多摩ボランティア・
市民活動支援センター

トムハウスにて、２０１9 年度ボランティア保険の加
入受付、ボランティア登録・更新手続を行います。
また、ボランティア活動に関する相談もお受けします。
■日 時

３月１１日（月）
、４月８日（月）
午後２時～３時３０分
■場 所
トムハウス２階 展示ホール前
■お問合せ 多摩ボランティア・市民活動センター
℡ 373－６６１１ 担当：川城

トムハウスホームページ：ｔｏｍｈｏｕｓｅ．net

2019 年 2 月 27 日●こんにちは TOM です
主催
事業

高齢者食事懇談会

桜のたよりの待ち遠しい季節になり
ました。スタッフ一同お待ちしていま
す。ぜひお出かけください。
日 時
場 所
対 象
参加費
献 立

№314

３月１２日（火）１２時～
１階 ホール
７０歳以上の方（付添可）
３００円
・オムライス
・バンバンジーサラダ
・スープ
・デザート

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

３月のパソコンサロン

パソコンを通じて人と地域をつなぐコミニュニケーションの場がパソコンサ
ロンです。お気軽にご参加ください。

参加費無料

２日（土）１３：３０～１５：３０
エクセルでグラフ作成
９日（土）１３：３０～１５：３０
ワードで見栄えのよい文書作成
～表・図形の追加～
２０日（水）１０：００～１２：００
ワードでお絵かき ～桜～
２５日（月）１３：３０～１５：３０
これから始めるインターネット

～世界の美術館～

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（℡ ３７１-８８０６）
主催
事業

３月の福祉カラオケ

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。
主催
事業

「ピアノ生演奏の日」

今年度最後の演奏月です。美しいピ
アノの音に耳を傾け、春を満喫しませ
んか。皆さまお誘いあわせのうえ足を
お運びください。お待ちしております。

日

催し物

開始

2(土)

福祉カラオケ

12:30 音 1

26(火)

福祉カラオケ

12:30 音 1

主催
事業

カラオケ会員募集！

場所

カラオケに興味がある方なら、
どなたでも大歓迎です。
カラオケとおしゃべりで健康づ
くりしませんか。
お問合せ：事務局

第２２回トムハウス
利用音楽団体合同発表会

春がくるくるコンサート
■日 時 3 月３日(日)午後１時開演
（開場 12 時 30 分）
■場 所 １階 ホール

<３月の日程と演奏者>
２日（土） 大原 亜子さん
１６日（土） 壷内 聖也さん
<演奏時間>午前 11 時～11 時３０分
<場
所> 2 階 サロン

■演奏団体
☆多摩ネオバロックアンサンブル
☆しゃん・ど・めるる
☆ベッラ・カサリンガ
☆コールくすの木
☆Ever Green Voce
☆「はなみずき」合唱団
☆多摩混声合唱団

♪モーツァルト交響曲第２５番
♪小ミサ曲
♪異邦人
♪めぐる季節
♪コーラスかあさん
♪ラシーヌ雅歌
♪混声合唱のためのメドレー

入場無料 お車での来館はご遠慮ください

〒206-0033 多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

