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１１月利用の
お知らせ

★ 開館時間：午前 9 時～午後９時 30 分
★ 部屋定員の制限は継続します。
★ 調理室は当面の間、調理不可とします。

定員数を３５名とします。
ホール

👉

運動・コーラス等のサークル
は２５名を継続します。

●部屋利用以外の方は、入館時「入館記録」に記入願います。
主催
事業

「利用者懇談会」

主催
事業

「落合・鶴牧６匹の竜」に唐木田駅前の竜をプラス

トムハウス「大規模改修」のスケジュール変更
等について説明を行います。
定員制限があり、申し込み制とします。
参加者数に応じて 2 部制となりますので、その際
は追ってご連絡をします。
■ 日

時

■ 場 所
■ 出席申込み

して、７匹の竜に出会う秋の公園一気めぐりです。
４ｋｍ程の短いコースです。気軽にご参加ください。

11 月 14 日（土）
午後 1 時～
1 階 ホール
事務局 ℡ 042-371-8806

トムハウス→恐竜橋→宝野公園→富士見通り

ス

→奈良原公園→鶴牧東公園→鶴牧西公園→唐木田駅

時 11 月 14 日（土）午前１０時～１２時
合 午前１０時 トムハウス２階玄関
(解散：唐木田駅)
■申込み １５名（先着）１１月１２日(木)締め切り
■持ち物 飲み物、雨具

（電話受付は１０時３０分からです）

明

コ

■日
■集

締め切りは１１月９日（月）です。

■説

多摩ニュータウン・ツアー ２０20

多摩市コミュニティ・生活課

雨天の場合は 11 月 1５日（日）に順延。
共催
事業

当日朝に連絡をしますので受付け時

「楽しく！美しい！ラジオ体操教室」

昨年に続きトムハウスで「ラジオ体操教室」を開
催します。今回は、ラジオ体操第２の動作の解説を
交えながら体験していただきます。
■指 導 山田小太郎氏
（国士舘大学男子新体操部監督）
■日 時 １１月２５日（水）
午前１０時～１１時３０分
■場 所 １階 ホール
■定 員 １５名（先着順）
■対 象 ラジオ体操第２の運動・動作を
正確に身につけたい方
■申込み １０月 27 日（火）～１１月２３日（月）
■持ち物 飲み物、タオル ※運動できる服装で
■問合せ 事務局 ℡ 042-371-8806

今回ランチタイム
はありません。

連絡先をお知らせ願います。

２７日より事務局で受け付けます。
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

シリーズ「 パブリックアートを巡る」

落合・鶴牧６匹の竜たち
落合・鶴牧には６匹の竜が
棲んでいます。先月紹介の、
鶴牧西公園の大きな石の竜
作者

八木ヨシオ氏

のほかに、宝野公園、奈良原
公園、鶴牧東公園には鉄の３
兄弟、さらに「恐竜橋」の親
柱にもかわいい恐竜のペア

①マスクの着用
②検温の実施（37.5 度以上の方は参加不可）
③当日、体調がすぐれない時は参加をご遠慮ください。
車での来館は
２７日より事務局で受け付けます。
ご遠慮ください
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

がいます。
毎日この６匹に詣でると、
足腰が鍛えられて、願い事が
作者

不詳

叶うかもしれません。

≪主催≫多摩市、学校法人国士舘

１１月の休館日：３日、１７日

≪共催≫トムハウス運営協議会
トムハウスホームページ

その４

tomhouse.net

https://www.irasutoya.com/2018/07/blog-post_46.htmlhttps://www.irasutoya.com/2018/07/blog-post_46.html
2020
年 10 月 27 日●こんにちは TOM です
主催
事業

主催
事業

福祉カラオケのお知らせ

11 月より再開します！

音楽室１

■１１月 7 日（土）
午後 12 時 30 分～４時
■11 月２４日（火）
午後 12 時 30 分～４時

１１月のパソコンサロン

パソコンやインターネットを楽しく学び、ウィズコロナの時代を乗
り切りましょう。気軽にご参加ください。初心者も大歓迎です。
当面は、新型コロナ対策のため、ソーシャルディスタンスの確保、
パソコンの共用を避ける、相互の会話を減らすなど、プロジェクター
と配布資料による少人数での講義形式とします。
パソコン持ち込みはOKです。
1５日（日）１０：３０～１２：３０
USB メモリーを使った簡単データバックアップ法を紹介

■申込み １２名（先着順）
新型コロナ感染予防のため、申し込
みはどちらか１回に限ります。

３０日（月）１３：３０～１５：３０
インターネットで無料の音楽聴き放題を楽しむ
■場 所：会議室
■参加費：無 料
■定 員：先着６名
※実施予定ですが、新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止する場
合があります。
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ねがいます。
受付時間は午前 10 時～午後 8 時
電話受付は１０時３０分から （℡０４２－371-8806）

27 日より受け付けます。
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）

共催
事業

多摩市社会福祉協議会

「ふれあいトムとも」

共催
事業

福祉なんでも相談

市内の“新型コロナ感染”が続いている
ため、残念ながら開催を中止します。

多摩市社会福祉協議会
トムハウス地域でさまざまな生活課
題解決のネットワークづくりを目指し
て活動をしています。
“新型コロナ禍”がまだまだ続いて
いますが、安全対策を取りながら情報
交換を行います。

■日

№334

時

１１月７日（土）
午前１０時～１１時３０分
■場 所 １階 ホール
■申込み 多摩市社会福祉協議会
まちづくり推進担当

● 高齢者食事懇談会

■ １１月１０日（火）
午前１１時～１２時
■ 展示ホール
■ 直接会場へお越しください。
共催
事業

多摩稲城防犯協会

● ピアノ生演奏の日

落鶴南支部

参加費
無料

「防犯活動団体交流会」

「わが家、わがまちの防犯対策」をテー ■日
マに、防犯の集いを開催します。
新型コロナ禍の中ではありますが、こ ■場
んな時こそ、地域の安全・安心の取り組 ■内
みなどについて情報交換をしませんか。

時
所
容

申込みは、１０月２７日～１２日まで。

定員制限により、事前申し込みを願います。
℡ 042-373-5616 大槻・福田

１１月の
中止事業

１１月１５日（日）
午後２時～３時３０分
１階 ホール
①多摩中央警察署
生活安全課のお話
②防犯活動団体のお話

定員制限により、事前申込みを願います。事務局 ℡ 042-371-8806
受付時間：午前１０時～午後８時（電話受付は午前１０時３０分から）

「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）

お地
役域
立の
て防
く災
だ計
さ画
いに

〒206-0033

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
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。
お問わせは、トムハウス事務局

多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡042-371-8806

371－8806

まで
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