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出演者募集！！

「体の使い方をしる」
どなたでも気軽に楽しんでいただくために、サロンで
「ピアノ生演奏の日」
「夜のひとときサロンで音楽を」の

～日々の生活を爽やかにすごしませんか～
～
ご一緒にからだを動かしましょう！

開催をしています。今年度も演奏者を広く募集します。

①ピアノ生演奏
ピアノ生演奏の
生演奏の日（演奏は毎回交代制）
＊演 奏 日
201９年 6 月～20２０年 3 月

＊演奏時間

第 1・第 3 土曜日
午前 11 時～11 時 30 分（ソロに限定）

②夜のひとときサロンで音楽
のひとときサロンで音楽を
音楽を（演奏は毎回交代制）
＊演 奏 日
201９年７月～1０月 第 4 土曜日

＊演奏時間

（8 月のみ第 5 土曜日）
午後７時 30 分～８時

＊演奏形態

小アンサンブル（４名まで、声楽を含む）

① ②ともに謝礼
ともに謝礼あり
謝礼あり。
あり。場所は
場所は 2 階サロンです。
サロンです。

☆講師
東京医療学院 吉井 智晴さん
（理学療法士）
■日 時

5 月３０日(木)午後 2 時～4 時
（受付け 午後 1 時 30 分より）

■場 所
■参加費

１階ホール
無料（直接会場にお越しください）

■持ち物

水分補給の飲み物
（動きやすい服装）

主催：さくらんぼの会『寝たきりゼロをめざす会』
後援：トムハウス運営協議会

■応募用紙配布・応募期間
4 月 27 日（土）～5 月８日（水）午後 5 時締め切り
※詳細は募集要項をご覧ください。事務局にて配布
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貸しロッカーあります！
ロッカーの空きが数か所あります。
どうぞご利用ください。
◎利用条件：登録団体
◎利用料 ：１年間 ５００円
お問い合わせ：事務局 ℡３７１－８８０６
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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。
6 月は、福祉に関わる団体や自治会、管理組合の皆
さんと防災・見守りなど１年間の取り組みについてお
話をします。お気軽にご参加ください。
■日 時
6 月１日（土）午前 10 時～12 時
■場 所
1 階ホール
＊お問合せ：多摩市社会福祉協議会まちづくり推進

ら せ

■登録更新
新年度の更新手続きが済んでいない団体は予
約ができません。速やかに手続きをお願いしま
す。その際、名簿の提示が必要です。
■予約の変更
予約の変更はできません。すべてキャンセル→
「新規申し込み」となります。
■予約キャンセル時の返還金
キャンセルの時期によって返還金が異なりま
すので、ご注意ください。
◎全額返還：使用日の７日前(前週の同曜日)まで
◎半額返還：使用日の前日まで
◎当日のキャンセル・・・返還金はありません
返還金手続きには
きには印鑑
印鑑が
必要です
です。
※返還金手続
きには
印鑑
が必要
です
。
■シルバーサロン
おおむね６０歳以上の方が利用できます。譲り
合ってご利用ください。利用の際には記名をお願
いします。
◎サークル活動での利用はできません。
◎利用の時間は、２時間程度です。

森田 ℡ 373－5616

5 月の休館日：７日・２１日
トムハウスホームページ

tomhouse.net

2019 年 4 月 27 日●こんにちは TOM です
主催
事業

高齢者食事懇談会

若葉の萌える季節、足どりも軽やか
にお誘いあわせお出かけください。ス
タッフ一同お待ちしています。
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５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。
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５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

参加費無料
日 時
場 所
対 象
参加費
献 立

５月１4 日（火）１２時～
１階 ホール
７０歳以上の方（付添可）
３００円
・枝豆ごはん
・和風ミートボール
・ひじき煮
・すまし汁
・デザート

27 日よりお申し込みください。
※申し込みは本人
みは本人に
ります。
本人に限ります。

１１日（土）１３：３０～１５：３０
ワードで連絡網作成
２５日（土）１３：３０～１５：３０
エクセルでグラフ作成
２７日（月）１３：３０～１５：３０
これから始めるインター
ネット ～検索～
２９日（水）１０：００～１２：００
ワードでお絵かき
～金魚～

４(土)

福祉カラオケ

12:30 音 1

2８(火)

福祉カラオケ

12:30 音 1

カラオケ会員募集！
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。

受付時間は午前 10 時～午後 8 時
受付は各回先着６名です。初めての方は 27

お問合せ：事務局
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

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：午前 10 時～午後 8 時

サークルからの

電話受付：１０時３０分から
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お知らせ

「ピアノ生演奏の日」

（℡ ３７１-８８０６）
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5 月の「ピアノ生演奏の日」は
お休みします。年度が替わり、演
奏者の募集など、諸手続きを終わり
ましたら６月から再開します。
どうぞお楽しみに。

毎月の演奏日は、第１・３土曜日
（１０月と１月は第３土曜日のみ）
演奏時間 午前１１時～１１時３０分
場
所 ２階サロン

図書コーナーからのお
図書コーナーからのお願
コーナーからのお願い
「蘇我の娘の古事記」周防 柳（著）
上記の本は返却期限がきています。
図書館より催促が再々あります。
お心当たりの方は至急 TOM 事務局
に返却下さい。

初心者のためのパソコン相談会

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
に関して使っていて困ったこと、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
れてもかまいません。相談、質問のあ
る方は受付にお申し込みください。パ
ソコン活用支援部のメンバーが対応し
ます。機器の修理はしません。ご了承
ください。
■日 時 ５月１８日（土）
・第１部１３：３０～１４：３０
・第２部１５：００～１６：００
※申込みはいずれも先着５名まで
■会 場 会議室
■参加費 無料
2７日よりお申し込みください。
受付時間は午前 10 時～午後 8 時

落合元気クラブ
落合元気クラブ
（地域介護予防教室）
地域介護予防教室）
いつまでも住み慣れた地域で健幸
に暮らしたいですね。多摩市元気ア
ップ体操（ストレッチ、筋力向上体
操、脳トレ運動）と季節の歌を歌っ
ています。理学療法士の参加もあり、
５月と１１月は７種目の体力測定も
行います。介護予防リーダーと一緒
に体を動かしてみませんか。

日 時 毎週月曜
午後１時３０分から３時
場 所 トムハウス（予定）
参加費 無料（予約不要）
持ち物 飲み物、動きやすい服装
問合せ 長野 ℡３７４－９２５６

電話受付は１０時３０分から（℡ ３７１-８８０６）

〒206206-0033 多摩市落合 6 丁目 5 番地 ℡371371-8806

TOM HOUSE 編集●広報部

