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        (5(5(5(5/27)/27)/27)/27)    

No.No.No.No.317317317317    

主催 

事業 

 

共催 

事業 

 

６月の休館日 ４日・１８日 

トムハウスホームページトムハウスホームページトムハウスホームページトムハウスホームページ tomhouse.net 

「被災時自助共助活動マニュアルの 

         ための手引き」 

          

 最近なんか判断力が心配（成年後見）、自分の財産の 

今後が不安（相続・遺言）など、お悩みの方多いのでは 

ありませんか？そんなお悩みに弁護士がお応えします。 

 お気軽にご参加ください。 

 

■日 時  6 月１９日（水）午後２時～４時 

■場 所  １階 ホール（直接会場へお越しください） 

■講 師  弁護士 鈴木 剛さん 

      (ひめしゃら法律事務所／東京弁護士会所属） 

 

『ニコニコ健康教室』     

第２８回トムハウスまつり開催 １０月５日（土）、６日（日） 

 第２８回トムハウスまつりを開催します。運営協議会と 

参加の皆さんが実行委員会を立ち上げ、準備を進めます。   

 発表、模擬店、展示など多くの参加をお待ちしています。 

★申込受付：トムハウス事務局（℡371-8806） 

★申込期間：６月１日（土）～７月７日（日） 

身近な法律教室 

「これで安心！老い支度」相続編 

 ２０１７年度に作成した内

容に検証を重ね、「多摩市地域

防災計画」とのすり合わせなど

の作業も行いました。 

また、「東京くらし防災」も

参考にしてさらに分かりやす

く作成しました。 

自治会、管理組合の防災計画

にお役立てください。 

事務局にて頒布しています。 

  

～きもちよい指圧体験をご一緒に～ 

参加団体の代表者は、必ず実行委員会に 

ご出席ください。（代理可） 

◎第１回実行委員会 

 ７７７７月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（日日日日））））午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～３３３３時時時時３０３０３０３０分分分分    

 トムハウス １階 ホール 

入場 

無料 

２０１９年度運営協議会 定期総会報告 

トムハウス運営協議会は、４月２７日に定期総会を開催しま

した。議案はすべて承認及び可決されました。 

 

役員を紹介します。よろしくお願いいたします。 

 

会 長  山田 祐子  総務部長 森岡 淳子  

副会長  塚本 亮一  広報部長 柴田 智史 

会 計  藤原 長壽  食懇部長 櫻井 悦子 

会 計  河村 克枝  カラオケ交流部長 細川登志子  

会計監査 貞松醇一郎  コンサート部長  岡田巳佐子 

会計監査 平田千恵子  まちづくり部長  小林  清 

  ＰＣ活用支援部長 塚本 亮一（兼） 
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事業 
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事業 

 

 指圧指圧指圧指圧    

 日本赤十字東京都支部  

東京指圧救護赤十字奉仕団 

■日 時  ６月２７日（木）午後２時～午後４時 

■場 所  1 階 ホール 

■参加費  無料（直接会場へお越しください） 

■持ち物  水分補給用の飲み物 

 

主催：さくらんぼの会『寝たきりゼロをめざす会』 

共催：トムハウス運営協議会 

協力：多摩市赤十字奉仕団 

「ふれあいトムとも」のお知らせ 

■ 6 月 1 日（土）午前１０時～１２時（ホール） 

 

防災・見守りなどを中心に今年度も取り組みます。 

今回は「被災時自助共助活動マニュアル」のご紹介 

もします。どなたでもお気軽にご参加ください。 

２０１９年 3 月版 

非常用非常用非常用非常用トイレのおトイレのおトイレのおトイレのお話話話話    

多摩市赤十字奉仕団 

・Ａ４判 

・５８ページ 

・モノクロ印刷 

・１部 ３００円 

 

作成 

トムハウス運営 

協議会 
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日 催し物 開始 場所 

1(土) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

25(火) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

2019年 5月 27日●こんにちは TOMです                                              №317

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） 

〒〒〒〒206206206206----0033003300330033    多摩市落合多摩市落合多摩市落合多摩市落合 6666 丁目丁目丁目丁目 5555 番地番地番地番地    ℡℡℡℡371371371371----8806880688068806        TOM HOUSETOM HOUSETOM HOUSETOM HOUSE    編集●広報部編集●広報部編集●広報部編集●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 
  ６月のパソコンサロン   ６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。 

 

 

 

 

 

 

１日（土）１３：３０～１５：３０ 

   エクセルで健康管理 

１９日（水）１０：００～１２：００ 

        安全安心に使うパソコン

～データの保存と管理～ 

２２日（土）１３：３０～１５：３０ 

       パソコンを使いやすく 

～スタートボタン～ 

２４日（月）１３：３０～１５：３０ 

    これから始めるインター 

ネット～ショッピング～ 

   「ピアノ生演奏の日」 
主催

事業 

 今年度の「ピアノ生演奏の日」がい

よいよ始まります。多くの素晴らしい

ピアニストの方々が応募してください

ました。どうぞお楽しみください。 

＜６月の日程と演奏者＞ 

1 日（土） 亀山 薫 さん 

１５日（土） 矢澤 一彦さん 

＜演奏時間＞ 

 午前１１時～１１時３０分 

＜場所＞ ２階サロン 

うっとうしい季節ですが、みんなで

食事を楽しみませんか。 

今回はイベントとして「南京多摩す

だれ」をお楽しみいただきます。 

日 時 ６月１１日（火）１２時～ 

場 所 １階 ホール 

対 象 ７０歳以上の方（付添可） 

参加費 ３００円 

献 立 ・炒り豆腐 

    ・ニンジンしりしり 

・香の物 

・すまし汁 

    ・デザート 

27 日よりお申し込みください。 

※※※※申申申申しししし込込込込みはみはみはみは本人本人本人本人にににに限限限限りますりますりますります。。。。 

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 

主催

事業 

参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料    

グーグル検索とＧメール 

 

■日 時 ６月１５日（土） 

１３：３０～１５：３０ 

■場 所 会議室 

■定 員 １０名 

■費 用 無料 

■申 込  

 ５月 27 日(月)より先着順で 

６月 14 日(金)まで。 

受付時間は午前 10 時～午後 8 時 

電話受付は 10 時 30 分 

（℡３７１－８８０６） 

＊ノートパソコン持参が必要です。 

 
パソコン入門教室 

主催

事業 

ササササササササーーーーーーーーククククククククルルルルルルルルかかかかかかかかららららららららのののののののの        

おおおおおおおお知知知知知知知知ららららららららせせせせせせせせ        

第第第第６６６６回回回回フクロウのフクロウのフクロウのフクロウの会会会会    

木版画展木版画展木版画展木版画展    

 

 

 

 

 

トムハウスを拠点に活動する木版画 

グループの作品展です。 

 

展示期間：６月１６日（日）午後～ 

     ３０日（日） 

会  場：２階展示ホール 

「「「「夏夏夏夏のボランティアのボランティアのボランティアのボランティア体験体験体験体験 2019201920192019」」」」    

出張受付出張受付出張受付出張受付のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ 

 ボランティア活動未経験の方、初心者 

の方は、お気軽におたずねください。 

■日 時 ６月 24 日（月） 

     午後３時～５時 

■場 所 ２階 展示ホール前 

問合せ先 

多摩ボランティア・市民活動支援センター 

℡ 373-6611 担当：川城 

主催
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  トムハウス・カラオケ 

ふれあいの集い 

主催

事業 

トムハウスでカラオケを楽しんでい

る団体の発表会です。 

 気合の入った歌声をご披露します。 

●日 時 ６月１６日（日） 

       午前１０時～ 

       午後５時まで 

●場 所 １階 ホール 

●問合せ 事務局：371－8806 


