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主催
事業

2020 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５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（日）～３１日（火）
事務局にお申込みください。
（電話での申し込みはできません）
■現在、ロッカー使用の団体は、３月３１日までに鍵を
返却し、ロッカーを明け渡してください。

主催
事業

多摩ニュータウン・ツアー２０２０春

よこやまの道、桜ヶ丘公園などの桜の名所を巡ります。
少しアップダウンがあるのでゆっくり歩きます。
コース

小田急はるひ野駅－よこやまの道－多摩東

公園－大谷戸公園－桜ヶ丘公園（ランチタイム）－
ゆうひの丘－聖蹟桜ヶ丘駅
■日 時
■集 合

４月４日（土）午前 10 時～午後３時
小田急はるひ野駅 改札口前 午前 10 時
雨天の場合は４月５日（日）に順延。
当日に連絡をしますので、申込み時に
連絡先をお知らせ願います。

■持ち物
■申込み

飲み物、昼食、雨具
２０人（先着順）
、参加費無料
２月２７日（木）～４月 2 日（木）
飲み物、昼食、雨具をご用意ください。

※詳細は事務局にお問合せください（℡ 042-371-8806）

※実施の予定です。ただし状況により変更の場合もあります。
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 1 年間の活動のふり返りと、次年度の取り組みに
ついて皆さんと考えます。お気軽にご参加ください。
■日 時 ３月１４日（土）午後２時～４時
■場 所 １階 ホール
■問合せ 多摩市社会福祉協議会 地域福祉推進課
まちづくり推進担当：渡邉
℡ 042－373－5616

開催中止

共催
事業

（全行程 約６ｋｍ）

■持ち物

受付時間：午前１０時～午後８時 電話受付：午前１０時３０分～
℡：０４２－３７１－８８０６

※実施の予定です。ただし状況により変更の場合もあります。

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、２０２０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。

身近な法律教室

「相続法改正～新しいルールの活用法」
相続の新しいルールを学びませんか！
わかりやすく解説していただきます。
■日 時
■場 所
■講 師

３月１５日（日）午後２時～４時
１階 ホール
弁護士 松縄 昌幸さん
（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）

開催中止

■日 時

３月１９日（木）
、４月１６日（木）
午後２時～３時３０分
■場 所
トムハウス２階 玄関脇
■お問合せ 多摩ボランティア・市民活動センター
℡ 042－373－６６１１ 担当：川城

開催中止

ドアにご注意を！！
ホールドア

※お問合せ：事務局 ℡ 042-371-8806

トムハウス 3 月の休館日：３日、１７日
トムハウスホームページ：ｔｏｍｈｏｕｓｅ．net

調理室ドア

破損のため
応急的対応を
しています。

指など挟まぬよう
ご注意ください。

2020
年 2 月 27 日●こんにちは TOM です
受
6４は各回先着５名です
主催
事業

№326

高齢者食事懇談会

主催
事業

暖かい春が待ち遠しい今日この
頃です。スタッフ一同、皆さまを
お待ちしています。
日 時
場 所
対 象
参加費
献 立

３月１０日（火）１２時～
１階 ホール
７０歳以上の方（付添可）
３００円
・三色ごはん
・香の物
・すまし汁
・デザート

開催中止

※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。

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。

参加費無料
７日（土）１３：３０～１５：３０
エクセルで医療費計算
１８日（水）１０：００～１２：００
ワードでお絵かき～桜でお絵かき
２１日（土）１３：３０～１５：３０
たまにはゲームでリラックス
３０日（月）１３：３０～１５：３０
デジカメ・スマホ写真をパソコン管理

開催中止

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。※キャンセル時は連絡してください。
受付時間は午前 10 時～午後 8 時
電話受付は１０時３０分～ （℡ ０４２-３７１-８８０６）

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お越
しください。お待ちしております。

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。
日

主催
事業

３月のパソコンサロン

催し物

開始

場所

7(土)

福祉カラオケ

12:30

音1

２4(火)

福祉カラオケ

12:30

音１

開催中止

サークルからのお知らせ

「多摩写遊会写真展」のご案内
トムハウスを拠点に写真を楽しんでいる「多摩写遊会」の４３回写真展の
ご案内です。四季の風景や人の営みを中心に約４０点を展示します。
どうぞ、お気軽にお立ち寄りください。
<３月の日程と演奏者>
７日（土） 矢澤 一彦さん
２１日（土） 大原 亜子さん
<演奏時間>
午前 11 時～11 時３０分
<場 所>
2 階 サロン

開催中止

・日 時 ３月１９日（木）13時～
３月３１日（火）１５時まで
・場 所 ２階 展示ホール
・問合せ 多摩写遊会
小林 ３７２－１４３７
なお、多摩写遊会では会員を募集中です。詳細は会場でおたずねください。

「被災時自助
共助活動マニ
ュアルの手引
き」頒布中！
(１部３００円）

地域の防災マニュアルの必要性はわかっていても、どうま

お地
役域
立の
て防
く災
だ計
さ画
いに

とめればよいのか、というお悩みをお持ちの管理組合や町
会のための「手引き」を、トムハウス運営協議会で発行し
ています。
役員会、勉強会などの会合でのご説明にも応じます。
お問い合せは、トムハウス事務局 042-371-8806 まで

〒206-0033 多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

