
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

 

      「夏休み自然観察会」 
セミの羽化を観察しよう！  

 

セミは木の根っこから栄養分をとり、一生のほとんどを

土の中で暮らします。 

羽化してからおよそ２週間飛びまわります。土から出て

きたセミの幼虫の羽化の様子を観察しよう！  

 

■対 象 昆虫好きの少年少女（大人も可） 

  小学４年生以下は保護者同伴のこと 

■日 時   ８月 10 日（土）午後 6 時～8 時 

       （雨天時 8 月 11 日に順延） 

■集 合   １階 会議室 午後 6 時 

■持ち物 虫かご、懐中電灯 

■定 員 先着 15 名 

■申込み   7 月 27 日（土）～８月９日（金）までに

事務局へ。 

※保護者の申込みに限ります。 

※虫よけ対策は各自でお願いします。 

トムハウスホームページ tomhouse.net 

8 月の休館日：6 日・20 日 

受付時間：午前１０時～午後８時 

電話受付：午前１０時３０分～ （℡ 371-8806） 

主催 
事業 

夜のひととき サロンで音楽を 

  

今回は「愛」をテーマにお届けします。どうぞお楽し

みください。お待ちしております。 

 

■日 時  8 月 31 日（土） 

午後 7 時 30 分～8 時 

■場 所  2 階 サロン 入場無料 

■演 奏  三上ゆう子＆レーヴ 

            三上ゆう子さん（ソプラノ） 

佐藤 雅子さん（ヴィオラ）  

       池田美奈子さん（ピアノ） 

■曲 目  ♪初恋（石川啄木作詞・越谷達之助作曲）

       ♪ねむの木の子守歌 

（美智子上皇后陛下作詞・山本正美作曲）

       ♪踊り明かそう 

（マイフェアレディより）  他 

主催
事業

「大規模改修」説明会のお知らせ 

日頃よりご利用いただき、ありがとうございます。ト

ムハウスは、施設の「大規模改修」を計画しています。

ご利用のみなさま、自治会・管理組合、地域のみなさ

まへの説明会を開催します。お気軽にご参加ください。

■日 時 8 月 18 日（日） 

     午後２時～4 時 

■場 所 １階 ホール 

■出 席 ＊多摩市くらしと文化部 

      コミュニティ･生活課職員 

     ＊落合児童館館長  

年度計画スケジュール（予定） 

◆2019 年～2020 年（令和元年～2 年）  

基本・実施設計 

◆2021 年（令和３年）大規模改修工事 

           （工事期間中は休館）  

◆2022 年（令和 4 年）リニューアルオープン

１０月 5 日(土)・6 日(日)  

トムハウスまつり！ お楽しみに！ 

まつり臨時号は 9 月中旬に配布予定！ 

2019 年 

 8 月号
  (7/27)

No.319

主催 
事業 

ワイン1杯

100 円！

 第５０回トムハウスコンサート♪ 

 

ピアニスト 岡本暁子 with タマーズ弦楽四重奏団

   ～ソリストたちによる夢の饗演～ 

９月２９日（日）午後 2時開演 １階ホール 

入場券を事務局にて発売中。 

お求めはお早めに！  

（先着８０名） 

主催
事業

お問合せ：事務局 ℡371－8806 

第 2 回まつり実行員会日程 

★９月２２日（日）午後２時 ホール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

日 催し物 開始 場所 

3(土) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

27(火) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

  

共催 
事業 

2019年 7月 27日●こんにちはTOMです                                              №319

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～ 

（℡ ３７１-８８０６） 

〒206-0033 多摩市落合 6 丁目 5番地 ℡371-8806  TOM HOUSE 編集●広報部 

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。 

  高齢者食事懇談会 主催
事業   8 月のパソコンサロン   8 月の福祉カラオケ 主催

事業

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。 

 

 

 

 

３日（土）１３：３０～１５：３０ 

   エクセルでグラフ作り 

１0 日（土）１３：３０～１５：３０ 

      ワードでテキストボック

スの使い方 

２１日（水）１０：００～１２：００ 

      安心安全パソコンを使う 

～個人情報～ 

２６日（月）１３：３０～１５：３０ 

    これから始めるインター 

ネット ～ラジオ～ 

   「ピアノ生演奏の日」 
主催
事業 

 厳しい暑さの続く昨今ですが、土曜

の朝のひととき、美しいピアノの音で

お過ごしになりませんか。 

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。 

 

 

 

 

＜８月の日程と演奏者＞ 

３日（土） 山﨑奈津子 さん 

１７日（土） 松本沙希子 さん 

＜演奏時間＞ 

 午前１１時～１１時３０分 

＜場所＞ ２階 サロン 

主催
事業

参加費無料 

 ８月はお休みです。９月より再
開いたします。お楽しみに。 
暑い折、お身体を大切に！ 

夏休み学習コーナー開設中 

７月 22 日（月）～８月３１日（土） 

 

 

 

 利用は下記の通りです。 

・展示ホール：小・中学生 

(小学生は午後５時、 

中学生は６時まで) 

・サロン窓側：高校生以上 

なお、サロン和室はおとなのみ。 

第１９回子ども夏まつり 
地域みんなのおまつりです。 

お店もいっぱい出るよ！ 

 

 

 

 

■日 時 8 月 24 日（土） 

午後 4 時から 

■場 所 トムハウス／ホール、中庭 

     （雨天決行） 

■主 催 こども夏まつり実行委員会 

■問合せ 児童館（℡ 3７１-５９５５）

   初心者のためのパソコン相談 主催
事業

ワード、エクセル、インターネット

など毎月のサロンで実施している内容

に関して、困ったこと、分からないこ

となど、解決のお手伝いをいたします。

ご自宅のパソコンを持参されても構い

ません。相談・質問のある方は直接会

場へお越しください。パソコン活用支

援部のメンバーが対応いたします。 

なお、機器の修理はいたしません。 

■日 時 ８月２４日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

■場 所 会議室 

■参加費 無料 

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。 
 発行前月の 27 日までに寄稿くだ
さい。 

デデイイササーービビスス  ままほほろろばばのの郷郷 

どなたにもゆったりとお過ごしいただけるよう…

〇ご利用になれる方：要介護認定を受けた方 

〇利用日：月～土曜９：３０～１６：４０ 

 
💛介護についての相談や 

施設の見学はいつでもどうぞ💛 

多摩市落合6-15-2 ☎042-373-0396 


