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第１回 菖蒲館まつり 

お車での来館はご遠慮下さい。 

初めての「菖蒲館まつり」です。「朝市」は９時から。開会式はロビーで１０時

から、南鶴牧小合唱団と共に。その後、じょいソーラン、バルーンアート、音楽に

続きます。 ホールではヨガ、太極拳、フラダンス、体操、合唱。 そして落ちは 

落語です。 ギャラリーでは、書道、絵画、陶芸など。 そして・そして 児童館

では子供たちによるミニ縁日。大好きなメニューがいっぱい。 盛りだくさんのイ

ベントは１８時からの多摩太鼓演奏まで続きます。 

 初のお祭りで、いくつか不手際もあるものと思いますが、笑顔あふれるイベント 

にしようと準備致しました。後日出来上がるプログラムを参考にして、大いに 

楽しんで下さい。 

 
11 月 13 日（日曜日） 
午前１０時～午後６時３０分 

 

＜２階和室＞ 

11:00～ 絵本よみきかせ（あしたば会） 

11:30～ 大人が楽しむおはなし会（おはなしどんぐり） 

13:00～ 秋のスペシャル おはなし会（唐木田図書館） 

14:00～ 子どもたちとのお茶会（唐木田ちゃ・の・ゆーす） 

＜ロビー＞ 
10:00～ オープニング式典（南鶴牧小学校合唱団） 

11:00～ バルーンアート (大妻女子大学) 

10:30～16:00 骨年齢と肺年齢をはかろう！  

(市健康推進課・専門医師) 

12:00～ オカリナ演奏 

12:30～ バルーンアート (大妻女子大学) 

13:30～ うたごえ (ともしびうたごえの会) 

14:30～ 大正琴演奏 (大正琴 琴景会) 

15:00～ 救命救急体験訓練 (多摩消防署) 

16:30～ サックスアンサンブル演奏 (オレンジノートアンサンブル) 

17:15～ 和太鼓演奏 (さんさんラヴァーズ・三本松だんちーず) 

18:00～ 太鼓演奏 (多摩太鼓) 

＜１階ギャラリー＞ 

☆ 押し花作品展 ( 押し花サロン むくの木 ) 

☆ 和布から生まれるかわいらしい小物や洋服にリメイク(和布遊び) 

☆ トールペイント作品の展示 ( Ｙ・Ｙトールペインターズ )  

☆ 今欲しいのはこんな器 ( 陶芸スタジオ えあで ) 

☆ 書道作品の展示 ( 方円書の会 ) 

☆ フェルト作品の展示 

☆ 絵画、ステンドグラスの展示 ( アートさくら ) 

☆ 絵画作品の展示 

＜ホール＞ 

10:30～  椅子ヨガ♯こころもからだもきもちよく♯（体験型） ( shanti＊yoga ) 

11:00～  揚名時健康太極拳演舞 ( 素波流「太極拳」) 

11:30～  フラダンス ( E wehi lei lani フラサークル ) 

12:00～  舞踊 ( じょいソーラン多摩舞桜 ) 

12:30～  笑顔で楽しく健康体操 ( すまいる３Ｂ体操 ) 

13:00～  簡単なダンスを一緒に踊ってみましょう(スポーツダンス「菖蒲」 ) 

13:30～  フラダンス ( マーリエフラ ) 

14:00～  Gospel mini Live ( Joy Fellows ) 

14:30～  女声・コーラス (「はなみずき」合唱団 ) 

15:30～  落語 ( 中央大学落語研究会 ) 

＜屋外＞ 

9:00～11:00 日曜朝市 ：地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 

10:30～舞踊 （じょいソーラン多摩舞桜） 

10:30～11:30 屋上見学会（福祉・環境部会） 

11:00～16:00 模擬店：人気メニューが並びます。 

 
からきだ菖蒲館のはじめてのイベント 第１回菖蒲館まつり 

 
からきだ菖蒲館では 11月 13日（日）に『第１回菖蒲館まつり』を開催しま

す。からきだ菖蒲館開館式典は東日本大震災の直後となり、記念イベントは中

止、開館も４月に延期されました。そのため、今回の菖蒲館まつりをからきだ

菖蒲館としては開館記念の意味を込めて開催することにします。 

まつり当日はコミュニティセンターを一日開放し、児童館や図書館にもご協

力いただき実施します。 

菖蒲館まつりは今後毎年開催し、大人から子供まで地域の人々がふれあい・

くつろぎ・楽しめる“唐木田地域の秋の風物詩”として定着させていただきた

いと思います。地域の多くの方々のご参加をお待ちしています。 

菖蒲館まつり実行委員長 戸辺 文博 

  

＜唐木田児童館＞ ２階 

菖蒲館まつりのとき、児童館では子どもスタッフによるミニ縁日を行います。

小学４年生以上の子どもたちがお店の内容を考え、看板やポスターを作り、試作

を重ね、自らが店長や店員になってがんばります。わたあめ、ポップコーン、ス

ーパーボールすくいなど、子どもたちが大好きな縁日のメニューがいっぱいで

す。ぜひ、ご家族でどうぞ！※専用のチケットが必要となります。 

＊問合わせ：唐木田児童館 Tel: 338-2277 

 

菖蒲館まつり特集号 

  

＜唐木田図書館＞ １階 

 リサイクル図書（図書館で役目を終えた図書・雑誌）を置いています。どな

たでも、ご自由にお持ちください。（袋はご持参ください） 

＊問合わせ：唐木田図書館 Tel: 338-0660 

＜２階会議室２＞ 

☆作品展示（大松台小学校） 

 
 

 

 

＊上記スケジュールは時間等若干変更することがあります。 

多摩市市制施行４０周年記念市民協働事業 

＜２階共用部＞ 

☆13:00～高齢者疑似体験コーナー 



                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

からきだ駅前クリニック 
 

多摩市唐木田 1-1-7 1階 
（唐木田郵便局となり） 

診療科目：内科、消化器科、呼吸器科、ひふ科 
診療時間：午前  8:00 ～ 12:00 
          午後 16:00 ～ 19:00 

休診日：毎週火曜日 
土曜日・日曜日・祝日は午前中のみ診療 

TEL:042-376-3800 

 
 

遺言や相続等の相談・書類作成 

国・都・市への許認可申請等諸手続 
 

篠崎行政書士事務所 

行政書士 篠崎一雄 

多摩市鶴牧 2-23-12 

TEL: 042-374-4492 

ハロー From Shobukan   

 
 

  

 

 

 

 

 
日曜朝市 

 
11 月 13 日から「日曜朝市」が始まります。 
 

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！ 
 

☆日 時：（雨天でも実施） 

第１回 11 月 13 日（日）9 時～11 時 

第 2 回 12 月 18 日（日）  〃   

毎月 1 回実施します（原則第 3 日曜日）    

☆場 所：からきだ菖蒲館 玄関前広場   

☆野菜販売：周辺の農業生産者のご協力による  

☆主 催：運営協議会・日曜朝市実行委員会 

 

お詫び：当初 10 月 16 日に予定しておりました、

日曜朝市は天候不順の為、農家の皆さまからの

野菜のご提供が出来なかった為、中止させてい

ただきました。大変申し訳ありませんでした。 

 

クリスマスコンサートのご案内 
                    ◆12月 23日（祝日） 17:30 開場 18:00 開演 入場料５００円 会場：ロビー  

               ☆ マリンバキッズ アンサンブル 

☆ 「カルテット TOHO」 演奏曲目：魅惑のクリスマスメドレー ジャン・ハーロウの墓標他  

演奏者 ： 近藤祐加(Sax)、 秋山純子(fl)、石平彩香(pf)、伊藤 睦（cl） 

 
絵本の世界を楽しもう！ 

 

人形劇「まゆとおに」 
 

「やまんばの娘まゆ」と鬼の楽しい人形劇をお届けします。

お子様から大人まで楽しめます。 

◆日 時：12 月 4 日（日） 

開場 13 時 30 分 開演 14 時～ 

◆場 所：2 階 ホール 

◆出 演：人形劇グループ わくわくポケット 

◆入場料：無料 

◆定 員：80 名（当日先着順） 

◆主 催：運営協議会文化部会 

＊問合わせ：Tel: 389-6809 

 

 

親子で『多摩そば』を作ろう 

こねて、踏んで、楽しく作るんだよ！家でも作れるよ！ 

「多摩そば」は昔から多摩に伝わる伝統食です！ 

「そば」と言っても ホントは「うどん」なんだよ！ 

◆日 時：11 月 27 日（日） 9:45～13:00 

◆場 所：唐木田児童館（２階） 

◆定 員：親子で 40 名 

◆参加費：大人 300 円 小学生以上 200 円（幼児は無料） 

 （参加費は当日会場で集めます。） 

◆持ち物：エプロン、三角巾、手ふき 

＊申 込：唐木田児童館 11 月 7 日から先着順（電話 OK） 

                                     Tel: 338-2277 

主催 運営協議会、福祉・環境部会 / 唐木田児童館 

 
クリスマスリース講習会 

 
◆日 時：12 月 18 日（日） 10 時～ 

◆場 所：2 階 ホール 

◆定 員：20 名程度 

◆参加費：1500 円（材料費代として） 

 （参加費は当日会場で集めます。） 

＊問合わせ：からきだ菖蒲館 Tel: 338-6333 

 
絵本よみきかせ 

 
☆日 時：12 月 3 日（土）11 時～11 時 40 分 

           1 月 7 日（土）  〃 

☆場 所：菖蒲館  2 階・和室 

☆申 込：事前の申込は不要です。 

☆対 象：幼児から大人まで，どなたでも楽め 

     る内容となっています。 

☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会 

☆問合わせ：Tel: 376-4538（白石） 

 皆様のご参加をお待ちしております 

 
成年後見制度の学習会 

 
自分や配偶者、そして父親や母親が認知症になっても、住み

慣れた地域で安心して暮らし続ける方法があります。 
 

☆日 時：12 月 17 日（土）14 時～15 時 30 分 

☆場 所：菖蒲館  2 階・会議室３ 

☆講 師：多摩市社会福祉協議会 権利擁護センター職員 

☆定 員：25 名（申込み先着順） 

☆申 込：菖蒲館 受付 

☆主 催：運営協議会，福祉・環境部会 

     （担当：石上 Tel:338-6068） 

聴けば納得！使って安心！悩んでいた問題を解決するた

めの『種』がいっぱいです。 

 

■石平彩香(ピアノ) 

4 歳よりピアノを始める。 

現在、桐朋学園大学 4 年 

在学中。 

2010 年 第 12 回ショパン 

国際ピアノコンクール 

in ASIA 全国大会金賞、 

アジア大会 奨励賞。 

■伊藤睦（クラリネット） 

12 歳よりクラリネッ 

トを始める。 

現在、桐朋学園大学 

音楽学部４年在学中。 

■近藤祐加（サックス） 

3 歳よりピアノを始め、 

12 歳よりサクソフォン 

を始める。 

現在、桐朋学園大学 

音楽学部 4 年在学中。 

クロサワ楽器講師。 

■秋山純子(フルート) 

3 歳からピアノ、12 歳 

からフルートを始める。 

現在、桐朋音楽大学 

4 年在学中。 

  
 

 

楽器･楽譜ショールーム ＆ ヤマハ音楽教室 

ココリア多摩センター４Ｆ（多摩センター三越上） 

TEL.042-375-5311 営業時間 10:30～21:00 

http://www.suganami.com/tama/ 

 

  

 

 

 

■一般・小児・外科・矯正・審美・インプラント 

■10:00～20:00 

■落合 2-33 クロスガーデン多摩 3F 

■TEL 042-313-8418   

 

きらら WAおん★クリスマス ベルコンサート 
◆12 月 18 日（日）15 時～16 時 会場：ロビー 

ハンドベルによるクリスマス曲を楽しみましょう！ 

和音の空間を共有しませんか？   ■Tinker ☆ Bell bell  

 

 

 

 

 

■マリンバキッズ アンサンブル  

曲目        指導：真崎佳代子 

・エル・クンバンチェロ（エルナンデス作曲）   

・ポル・ウナ・カベーサ・パジャドーラ 

 （ガルデル/プラザ作曲）  

・ティコティコ（アブルー作曲）    

・リベルタンゴ（ピアソラ作曲）     

・クマーナ（スピーナ/ヒルマン/アレン作曲）  

りすのきでんでらクリスマスコンサート 
◆12 月 25 日（日）11 時～12 時  会場：２階ホール  

りすのき保育園、東日本大震災チャリティーコンサート（大人：1000 円、小人：500 円） 

プロフィール 

2003 年に結成して以来、多摩センタ

ーで行われている子供の日夢ステー

ジ、東京駅クリスマスコンサートな 

どの舞台で演奏 

するなど活躍中。 

 

 


