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トムハウス大規模改修のお知らせ
２０２０年度中に改修工事
が始まります。
２０２１年度中にリニュー
アルオープンの予定です。
日程など決まり次第お知ら
せいたします。

主催
事業

ロッカー選定会のお知らせ

現在使用中のロッカーのカギの返却と明け渡しを、速
やかに行ってください。

■ロッカー選定会の日時
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。
■申込み締切り

１９９２年開館当時
■鍵の返却
工事中は全面休館と
なります。
ご利用の皆さまには
ご迷惑をおかけしますが
ご理解とご協力をお願い
いたします。

主催
事業

※詳細は事務局にお問合せください。
（℡ 371-8806）

主催
事業

「施設予約システム」が導入されて３か月が
経過しました。ご利用の皆さまのご協力もいた
だき、順調に稼働しています。
下記の事項のご確認をお願いいたします。

２０１９年度、トムハウス運営協議会の定期総会を
開催します。
議案書の配布は、4 月１３日（土）からです。事務
局でお受け取りください。
出欠などの提出期限は、４月２１日（日）午後５時
です。

■場 所

主催
事業

４月 2７日（土）午後２時
（終了後、懇親会を開催します）
1 階 ホール

運営協議会委員・協力員募集！

運営協議会は市より管理と運営を委託され、その
役割を担っているボランティア団体です。
年間を通じて工夫を凝らしたさまざまな事業を
行い、喜ばれ、より良い施設づくりに努めています。
事業の企画や仲間づくりなど、地域コミュニティづ
くりに参加してみませんか？
お気軽にお問い合わせください。
事務局 ℡ ３７１－８８０６

部屋予約についてお知らせ

２０１９年３月

運営協議会定期総会

■日 時

3 月 30 日（土）
（年間 20 コマ以上使用の団体）
3 月３１日（日）

他館登録団体のトムハウス予約手続き
２か月前同日の３日後から可能です。
キャンセル時の返還金手続き
「使用申請書」と印鑑が必要です。
※ご不明な点は事務局におたずねください。

後援
事業

多摩ボランティア・市民活動支援センター
出 張 窓 口 開 設

トムハウスにて、２０１９年度ボランティア保険の加
入受付、及びボランティア登録・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
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
■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 4 月の休館日：２日、1６日
トムハウスホームページ tomhouse.net

2019 年 3 月 27 日●こんにちは TOM です

高齢者食事懇談会
４月はお休みです

主催
事業

毎月行っております高齢者食事
懇談会は、４月はお休みさせてい
ただきます。
５月からの再開は、改めてお知
らせいたします。

主催
事業

「ピアノ生演奏の日」
お休みのおしらせ

吹く風も、肌に心地よく感じら
れる季節になりました。「ピアノ
生演奏の日」は、４・5 月はお休
みです。

年度替わりのため、新たに演奏
者を募集し、諸手続きを終えた後、
6 月から再開させていただきます。
お楽しみにお待ちください。
多摩稲城防犯
落合鶴牧南野支部

私たちと一緒に
活動しませんか！

№315

主催
事業

４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。

6 日（土）１３：３０～１５：３０
ワードでちらし作り
13 日（土）１３：３０～１５：３０
エクセルで誕生日から
年齢を求める
17 日（水）１０：００～１２：００
安心安全に使うパソコン
～サポート期間～
22 日（月）１３：３０～１５：３０
これから始めるインターネット
～電子書籍～
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）

サークル紹介
記事募集！

青パトの巡回
パトロールも
実施しています
支部は発足して１２年目を迎えま
す。市、警察、学校、自治会・管理組
合と連携をとりながら、安全安心なま
ちづくりを目指して活動しています。
毎月定例会を開いています。
詳しくは下記にご連絡ください。
◆支部長 池田 ℡ 373-7007

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

1300 円
1400 円
1500 円

女性

1300 円
1300 円
1300 円

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。

✨

お陰様で 32 周年

主主催
催
業
事事業

４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。

日

催し物

開始

場所

6(土)

福祉カラオケ

12:30

音1

23(火)

福祉カラオケ

12:30

音1

サークルからの
お知らせ

さくらんぼの会健康講座
笑いヨガ

～新年度は笑いで楽しく
幕開けしましょう～
笑いヨガはさまざまな医学的効果
が認められており、ご高齢の方でも無
理なく楽しめる運動です。笑いで「こ
ころ」も「からだ」も元気になりまし
ょう！！

＜講師＞
社会医療法人
河北医療財団 多摩事業部
作業療法士 今泉 幸子氏
理学療法士 杼木美紗姫氏
日 時 ４月２０日（土）
午後 2 時～4 時
(受付は午後 1 時 30 分より)
場 所 トムハウス（予定）
参加費 無料
持ち物 水分補給の飲み物
連絡先 平田（℡ 372-3215）
主 催 さくらんぼの会
｢寝たきりゼロをめざす会｣

✨
ハウスリークでは
只今アルバイトを募集しています！
仕事内容は接客・調理補助 etc
土日祝日できる方歓迎 【水曜定休】
アットホームな雰囲気なのでお気軽に
お問い合わせください。
多摩市落合 6-12-10 ☎ 042-372-2828

トムエリア
被災時生活支援マップ

１部 １００円
トムハウス受付で頒布中
多摩市の防災マップを基に、まち
づくり部で現地確認済みの公衆電
話、医院、コンビニ、ＡＴＭ、ＡＥ
Ｄなど災害時有用な施設を網羅！

℡373-3730

〒206-0033 多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

