
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

2019201920192019 年年年年    

    7777 月号月号月号月号    

        ((((6666/27)/27)/27)/27)    

No.No.No.No.318318318318    

主催 

事業 

 

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 

共催 

事業 

 

講座「デジタル写真を一眼レフカメラで楽しむ！」 

「ふれあいトムとも」のお知らせ 

～地域を知ろう！多摩ニュータウン成り立ち～ 

 

■ 7 月 6 日（土）午前１０時～１２時・ホール 

  当時を知る方のお話を聞きます。 

 

※問合せ  社会福祉協議会 まちづくり推進担当  

森田、渡邉 ℡373-5616   

第２８回トムハウスまつり（10/5・6） 

   第１回実行委員会のお知らせ 

■第１回実行委員会  7 月１４日（日） 

           午後２時～３時３０分 

■参加申込締め切り  ７月 ７日（日）   

         申込受付・事務局 

       

                         

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宴････････････ 

 

主催 

事業 

 

夏休み児童版画教室 

小学校高学年のみなさん、夏休みに版画にトライし

てみませんか？ お友達と楽しく彫りましょう！ 

■対 象 小学 4 年生～6 年生 

■日 時 8 月 1 日（木）・８日（木）・2２日（木） 

       計 3 回。各回午後 1 時 30 分～5 時 

■場 所 １階 工作室 

■定 員 各回先着６名程度（連続申込みも可） 

■参加費 材料費として 200 円 

       （連続申込の方は初回のみ） 

■持参品  彫刻刀（持っていれば）、筆記用具、 

       タオル（他はこちらで用意します） 

       ＊作品（はがきサイズのデザインを 

        持参してください）    

■申込み  7 月 1６日（火）～25 日（木）まで 

 児童館児童館児童館児童館でででで受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。    

※※※※おおおお問合問合問合問合せせせせ    児童館児童館児童館児童館（（（（℡℡℡℡371371371371----5955595559555955））））        

共催 

事業 

 

デジタルカメラの主流は手軽なスマートフォンに 

なりつつあります。スマートフォンと一眼レフの機能 

や写真の違いを知り、一眼レフカメラならではの撮り 

方を実技も含め、解説します。 

 

■日 時 7 月２８日（日）午前１０時～午後１時 

■場 所 ２階 会議室 

■講 師 「多摩写友会」メンバー 

■申込み 先着１５名  

      ６月２７日（木）～７月２６日（金） 

      事務局 ℡３７１－８８０６ 

 

７月の休館日７月の休館日７月の休館日７月の休館日：２：２：２：２日・日・日・日・１６１６１６１６日日日日    

ショパン／ピア

ノ協奏曲 

ヘ短調 第 2 番 

シューマン／ピ

アノ五重奏曲変

ホ長調 

作品４４ 他 

9999 月月月月 2222９９９９日日日日（（（（日日日日））））14141414 時開演時開演時開演時開演    1111 階階階階ホールホールホールホール    

演

奏

演

奏

演

奏

演

奏    

レンズ交換式デジタルカメラ本体（広角～望遠）ズー

ムレンズ、取扱説明書をご持参ください。 

レンズ交換ができるミラーレスと一眼レフ限定です。 

（コンパクトカメラ、携帯、スマホはご遠慮ください） 

出張「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。誰でも知っている第１体操の動作を、解

説を交えながら体験していただきます。  

 ■指 導 斉藤 剛大 先生 

 （国士舘大学ジュニアＲＧ・新体操クラブコーチ） 

 ■日 時 ① ７月１８日（木） 

      ② ７月２５日（木） 

       （両日とも、午後２時～４時） 

 ■場 所 １階 ホール 

 ■定 員 各回２０名（先着順） 

 ■対 象 ラジオ体操第 1 の運動・動作を 

      正確に身につけたい方 

 ■申込み 6 月 27 日（木）～7 月 11 日（木） 

※①②のどちらかを選んでください。 

 ■持ち物 飲み物、タオル ※運動できる服装で 

 ■問合せ 事務局 ℡３７１－８８０６ 

≪主催≫多摩市、学校法人国士舘 

≪共催≫トムハウス運営協議会 

入場券入場券入場券入場券（（（（５００５００５００５００円円円円））））はははは、、、、７７７７月月月月１１１１日日日日（（（（月月月月））））    

からからからからトムハウストムハウストムハウストムハウス受付受付受付受付けでけでけでけで販売販売販売販売しますしますしますします。。。。    

ピアノ    岡本 暁子さん 

ヴァイオリン 齋藤 咲恵さん 

ヴァイオリン 鈴木 葉子さん 

ヴィオラ   伴野  剛さん 

チェロ    高群 輝夫さん 

 

曲

目

曲

目

曲

目

曲

目    

「夜のひとときサロンで音楽を」 

多摩ユースオーケストラで出会った 3 人！ 

アンサンブルをお楽しみください。 

 

■日 時 7 月２７日（土）午後 7 時３０分～8 時 

■場 所 ２階 サロン 

■演 奏 多摩ユース弦楽トリオ 

     重松 彩乃さん（ヴァイオリン） 

     小笠原和花さん（ピアノ） 

     小川 紗果さん（ヴァイオリン） 

���� 曲 目 エンターテイナー／ジョップリン 

          ２つのヴァイオリンとピアノのための

５つの小品／ショスタコーヴィチ 

         他 

主催 

事業 

 

共催 

事業 

 

共催 

事業 

 

ワインを 

ご用意し 

ています 

１００円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

日 催し物 開始 場所 

６(土) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

2３(火) 福祉カラオケ 12:30 音 1 

共催 

事業 

 

2019年 6月 27日●こんにちは TOMです                                              №318

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） 

〒〒〒〒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 
  ７月のパソコンサロン   ７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。 

 

 

 

 

６日（土）１３：３０～１５：３０ 

   エクセルでグラフ作成 

１３日（土）１３：３０～１５：３０ 

        デスクトップ画面を使い

やすくする 

１７日（水）１０：００～１２：００ 

       ワードでお絵かき 

～ひまわり～ 

２９日（月）１３：３０～１５：３０ 

    これから始めるインター 

ネット～音楽～ 

   「ピアノ生演奏の日」 
主催

事業 

 土曜の朝のひとときを美しいピアノ

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。 

＜７月の日程と演奏者＞ 

６日（土） 浦野 映子 さん 

２０日（土） 壷内 聖也 さん 

 

 

 

 

 

 

 

＜演奏時間＞ 

 午前１１時～１１時３０分 

＜場所＞ ２階 サロン 

蒸し暑い毎日、暑さを乗り切るメニ

ューでお待ちしています。 

 

日 時 ７月９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 ・キーマカレー 

    ・揚げなすの薬味サラダ 

・コンソメスープ 

・手作りコーヒーゼリー 

    

    

    

    

※※※※おおおお持持持持ちちちち帰帰帰帰りはりはりはりは固固固固くおくおくおくお断断断断りしますりしますりしますりします。。。。 

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    

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        

はなみずきはなみずきはなみずきはなみずき（（（（フォークダフォークダフォークダフォークダ

ンスンスンスンス））））へのおへのおへのおへのお誘誘誘誘いいいい    

    

世界の民族音楽で楽しくおどりま 

せんか？ 

・日 時：月曜日、午前 

     月・２～３回 

・場 所：トムハウス 

（予定） 

・問合せ： 

小原 ０４２－３７２－０８７５ 

安田 ０４２－３７３－２０９８ 

お気軽にどうぞ 

 

夏休夏休夏休夏休みみみみ学習学習学習学習コーナーコーナーコーナーコーナー    

７７７７月月月月２２２２2222 日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～８８８８月月月月３１３１３１３１日日日日（（（（土土土土））））    

 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 

 

※サロン和室利用：おとなのみ 

   夏のコンサート 
後援

事業 

～～～～懐懐懐懐かしのかしのかしのかしの    

フォークソングをごフォークソングをごフォークソングをごフォークソングをご一緒一緒一緒一緒にににに～～～～    

おおおお友達友達友達友達とコンサートをとコンサートをとコンサートをとコンサートを楽楽楽楽しみしみしみしみませんませんませんません

かかかか？？？？    

歌歌歌歌とギターとギターとギターとギター            吉田吉田吉田吉田    陽宏陽宏陽宏陽宏    さんさんさんさん    

    

日日日日    時時時時：：：：7777 月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（金金金金））））    

                午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時    

場場場場    所所所所：：：：１１１１階階階階    ホールホールホールホール    

参加費参加費参加費参加費：：：：無料無料無料無料    

※※※※おおおお茶茶茶茶、、、、水水水水などのなどのなどのなどの飲飲飲飲みみみみ物物物物はごはごはごはご持参持参持参持参くだくだくだくだ

さいさいさいさい。。。。    

主催主催主催主催：：：：さくらんぼのさくらんぼのさくらんぼのさくらんぼの会会会会    

「「「「寝寝寝寝たきたきたきたきりゼロをめざすりゼロをめざすりゼロをめざすりゼロをめざす会会会会」」」」    

後援後援後援後援：：：：トムハウストムハウストムハウストムハウス運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会    

℡℡℡℡３７１３７１３７１３７１－－－－８８０６８８０６８８０６８８０６    

    

７ 

月 


