
 

 

 

 

 

 

                              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 近年の急激な医学の進歩で、がんに

対する治療法も大きく変わってきまし

た。手術も従来ならば大きな創を開

手を

が、診断法の発達で早期がんが発見さ

れるようになり、小さな創から細い鉗

子（かんし）を入れて摘出する方法や

内視鏡で切除する方法に変わりつつあ

ります。

 私の施設でも、食道・胃・大腸・肝

臓など消化器のがんの半数以上の患者

さんは内視鏡下手術で治療しておりま

す。術後も従来はベッド上で数日安静

にしていただきましたが、最近は翌日

より歩行していただき、食事の開始も

早くなり

も多くなってきました。早期離床によ

り肺炎などの術後合併症が減少し、早

期退院が可能となってきました

 切除不能の進行がんの場合であって

も、抗がん剤（分子標的薬）が発達し、

外来通院による薬の投与で長期の生存

が得られるようになりました。また生

存期間が長いだけではなく、患者さん

の生活水準を重視する治療が行われる

ようになってきました。

 つまり

ではなく、快適な生活をより長く保つ

ことが重視されるようになってきた

です

間を長くするために、緩和医療、在宅

医療が発展してきました。

 我々の調査では、多摩地区の住民の

方の半数近くが都心を中心とした多摩

地区以外の病院

るということが判明しました。しかし

がん治療は長期間の通院治療が必要と
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らきだ

0034 多摩市鶴牧

なることが多いのです。長距離通院の

苦痛から多摩地区の病院に転院をされ

るのですが、前医での詳細な診療情報

が不足し的確に対応できない場合も少

多摩地区では医療機関が連携し、詳

細な診療情報の交換が行われており

都心の病院と遜色の無い最新の医療を

多摩地区のクリニックで「がん」と

診断されましたら、数箇所ある地区の

医療機関で最新の手術などの治療を受

けられます。在宅医療も充実し、地区

の医師が連携して治療を行っておりま

ホスピスなどの緩和医療機

これらの機関が密

に連携していることが多摩地区の特徴

今、厚生労働省は地域完結型医療を

多摩にお住まい

の患者さんは、多摩地区で安心して医

療が受けられます。「多摩の患者さん

は多摩で治療」をモットーに、多摩地

区は地域完結型医療のモデル地域を目

～～～～    

吉田吉田吉田吉田    寛寛寛寛

◆ ５月３１日

 ピアノソロの夕べ

会場：

出演：

曲目：

     

主催

 ひろし）

外科部長 

鶴牧西公園鶴牧西公園鶴牧西公園鶴牧西公園

                                                                                                            

           

らきだ菖蒲館

多摩市鶴牧

なることが多いのです。長距離通院の

苦痛から多摩地区の病院に転院をされ

るのですが、前医での詳細な診療情報

が不足し的確に対応できない場合も少

多摩地区では医療機関が連携し、詳

細な診療情報の交換が行われており、

都心の病院と遜色の無い最新の医療を

多摩地区のクリニックで「がん」と

診断されましたら、数箇所ある地区の

医療機関で最新の手術などの治療を受

けられます。在宅医療も充実し、地区

の医師が連携して治療を行っておりま

ホスピスなどの緩和医療機

これらの機関が密

に連携していることが多摩地区の特徴

今、厚生労働省は地域完結型医療を

お住まい

の患者さんは、多摩地区で安心して医

療が受けられます。「多摩の患者さん

は多摩で治療」をモットーに、多摩地

区は地域完結型医療のモデル地域を目

寛寛寛寛    

 

５月３１日(

ピアノソロの夕べ

会場： ロビー

出演： 安岡奈緒

曲目： ノクターン

     キラキラ星変奏曲

主催： 文化部会

ひろし） 

 

鶴牧西公園鶴牧西公園鶴牧西公園鶴牧西公園    

                                                                                                            

                 

菖蒲館

 

多摩市鶴牧 6丁目 14

中学校の生活の

最も大きな目標は

授業を中心とした

活動で

をつけてそれぞれが希望の進路に進む

ことにあり

会活動で自分たちの生活を自分たちで

作っていくという活動も大切にしてい

ます。

野を

員と取

ります。

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

12 の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。

 

      

をご紹介したいと思います。

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

属し

ンという金管楽器を専門と

といろいろな活動をしました。

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

 

 

(土）開場

ピアノソロの夕べ 季節に想いをのせて～

ロビー   

安岡奈緒 

ノクターン o

キラキラ星変奏曲

文化部会 

                                                                                                            

        

菖蒲館コンサート

14番地 

中学校の生活の

最も大きな目標は

授業を中心とした

活動で、教科の力

をつけてそれぞれが希望の進路に進む

ことにあり、

会活動で自分たちの生活を自分たちで

っていくという活動も大切にしてい

ます。自分たちの興味、関心のある分

野を、同じ学年や違う学年の仲間や教

員と取り組んでいく活動に部活動があ

ります。 

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。

      

に着任以来、吹奏楽部の顧

問として指導に当たってい

ます。そうした活動の一端

をご紹介したいと思います。

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

属し、はじめはチューバ、あとでホ

ンという金管楽器を専門と

といろいろな活動をしました。

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

開場 １７：００

季節に想いをのせて～

   入場料

 

op.9-2、

キラキラ星変奏曲

吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに

                                                                                                            

コンサート

 TEL: 042

中学校の生活の 

最も大きな目標は 

授業を中心とした 

教科の力 

をつけてそれぞれが希望の進路に進む

、さらに委員会活動や生徒

会活動で自分たちの生活を自分たちで

っていくという活動も大切にしてい

自分たちの興味、関心のある分

同じ学年や違う学年の仲間や教

り組んでいく活動に部活動があ

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。

      音楽科の教員として本校

に着任以来、吹奏楽部の顧

問として指導に当たってい

ます。そうした活動の一端

をご紹介したいと思います。

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

はじめはチューバ、あとでホ

ンという金管楽器を専門と

といろいろな活動をしました。

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

：００ 開演

季節に想いをのせて～

入場料： \500

、愛の夢第３番

キラキラ星変奏曲 ほか 

吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに

                                                                                                            

コンサート

TEL: 042-338-6333

発行：発行：発行：発行：
唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会
公式ホームページ：公式ホームページ：公式ホームページ：公式ホームページ：
メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：

をつけてそれぞれが希望の進路に進む

さらに委員会活動や生徒

会活動で自分たちの生活を自分たちで

っていくという活動も大切にしてい

自分たちの興味、関心のある分

同じ学年や違う学年の仲間や教

り組んでいく活動に部活動があ

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。

音楽科の教員として本校

に着任以来、吹奏楽部の顧

問として指導に当たってい

ます。そうした活動の一端

をご紹介したいと思います。

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

はじめはチューバ、あとでホ

ンという金管楽器を専門として

といろいろな活動をしました。

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

開演 １７

季節に想いをのせて～

500  

愛の夢第３番

 

吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに吹奏楽とともに        －－－－
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さらに委員会活動や生徒

会活動で自分たちの生活を自分たちで

っていくという活動も大切にしてい

自分たちの興味、関心のある分

同じ学年や違う学年の仲間や教

り組んでいく活動に部活動があ

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。

音楽科の教員として本校

に着任以来、吹奏楽部の顧

問として指導に当たってい

ます。そうした活動の一端

をご紹介したいと思います。 

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

はじめはチューバ、あとでホル

して、仲間

といろいろな活動をしました。 

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

１７：３０ 

季節に想いをのせて～ 

愛の夢第３番 

－－－－鶴牧中鶴牧中鶴牧中鶴牧中    
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をつけてそれぞれが希望の進路に進む

さらに委員会活動や生徒

会活動で自分たちの生活を自分たちで

っていくという活動も大切にしてい

自分たちの興味、関心のある分

同じ学年や違う学年の仲間や教

り組んでいく活動に部活動があ

部活動には運動系と文化系に大きく

分けられます。現在、鶴牧中学校には

の部活動が行われています。授業が

終わり、掃除、学活が終わると生徒た

ちは着替えをし、それぞれ用意して活

動場所に向かいます。掛け声や楽器の

音が聞こえたり、調理室からおいしそ

うな香りがしてくることもあります。 

放課後、生徒たちがさまざまな活動

を楽しそうに元気いっぱい取り組んで

いるとほんとうにいいなと思います。 

音楽科の教員として本校 

に着任以来、吹奏楽部の顧 

問として指導に当たってい 

ます。そうした活動の一端

私自身も中学生のころ吹奏楽部に所

ル

仲間

練習の成果が発揮できて「ああ、い

い演奏ができた」という充実した気持

ちを感じた時、また本番で緊張して失

敗してしまった時、そうした中で自分

自身と向き合い、努力して積み上げて

いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることが

き

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

した。

ろん吹奏楽コンクールはあ

りましたが、今日のような

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

した。

その全国大会のレベルはプロの音楽家

も驚くようなものです。そうした

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

われています。

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！
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多摩市立鶴牧中学校
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自身と向き合い、努力して積み上げて

いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることが

きました。

さらに高校、大学と音楽の道に進み

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

した。 

私が中学生のころはもち

ろん吹奏楽コンクールはあ

りましたが、今日のような

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

した。 

近年、高校を中心としたコンクール、

その全国大会のレベルはプロの音楽家

も驚くようなものです。そうした

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

われています。

毎年四月、

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。

吹奏楽は木

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！

筆者紹介：高倉

多摩市立鶴牧中学校
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自身と向き合い、努力して積み上げて

いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることが

ました。 

さらに高校、大学と音楽の道に進み

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

私が中学生のころはもち

ろん吹奏楽コンクールはあ

りましたが、今日のような

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

近年、高校を中心としたコンクール、

その全国大会のレベルはプロの音楽家

も驚くようなものです。そうした

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

われています。 

毎年四月、10 数人の

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。

吹奏楽は木管楽器、金管楽器、打楽

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！

高倉 明(

多摩市立鶴牧中学校 
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月曜日 

（隔月発行）（隔月発行）（隔月発行）（隔月発行）            
唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会唐木田コミュニティセンター運営協議会    編集：編集：編集：編集：

http://karakida.org/http://karakida.org/http://karakida.org/http://karakida.org/    

karakidashobukan@ttv.ne.jpkarakidashobukan@ttv.ne.jpkarakidashobukan@ttv.ne.jpkarakidashobukan@ttv.ne.jp

自身と向き合い、努力して積み上げて

いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることが

さらに高校、大学と音楽の道に進み

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

私が中学生のころはもち

ろん吹奏楽コンクールはあ

りましたが、今日のような

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

近年、高校を中心としたコンクール、

その全国大会のレベルはプロの音楽家

も驚くようなものです。そうした

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

数人の 1年生が入部し

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。

管楽器、金管楽器、打楽

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！

高倉高倉高倉高倉

(たかくら 

 音楽科主幹教諭
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自身と向き合い、努力して積み上げて

いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることが

さらに高校、大学と音楽の道に進み

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

私が中学生のころはもち 

ろん吹奏楽コンクールはあ 

りましたが、今日のような 

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

近年、高校を中心としたコンクール、

その全国大会のレベルはプロの音楽家

も驚くようなものです。そうした、

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

年生が入部し

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。

管楽器、金管楽器、打楽

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！

高倉高倉高倉高倉    明明明明    

 あきら)

音楽科主幹教諭 
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いくことの大切さ、仲間と協力して合

奏を作っていく喜びを感じることがで

さらに高校、大学と音楽の道に進み

音楽科の教員、管弦楽部や吹奏楽部の

顧問をして生徒の指導に当たってきま

状況はとても想像ができないものでし

た。音楽室には古びた楽器があり、そ

れを何とか修理をしながら使っていま

近年、高校を中心としたコンクール、

その全国大会のレベルはプロの音楽家

、あ

る意味では頂点のようなものから鶴牧

中学校で行っている地道なものまでほ

んとうに日本中でさまざまな活動が行

年生が入部し

てきます。フルートやトランペットな

ど、初めて本格的な楽器に触れる生徒

たち、緊張しながらも一所懸命、先輩

の手ほどきを受けて練習しています。 

管楽器、金管楽器、打楽

器さまざまなパートから成り立ってい

ます。適性や希望に配慮しながらそれ

ぞれの生徒の担当するパートを決めて

いきます。希望がかなった生徒、第二

希望になった生徒、ちょっと複雑な表

情になります。がんばれ、新入部員！ 
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☆講

 

☆主

 

☆日

☆場

☆費

☆主

☆共

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～

（名曲をバックに爽快な西部男の世界）

監督ジョン・フォード
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☆場

☆定

☆主

 

 

    

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

ハローハローハローハロー    From ShobukanFrom ShobukanFrom ShobukanFrom Shobukan

絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ

☆日 時：5
          6
☆場 所：2

※

☆主 催：福祉部会

第第第第 1111３３３３回回回回からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館

～～～～

☆日 時：6
☆場 所：2

  ※

☆定 員：30

☆参加費：100

☆持ち物：飲み物・タオル

☆講 師：老久保

 ネバタ州立大学公認ピラティス

☆主 催：健康・スポーツ部会

～～～～困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください
相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください

☆日 時：5

☆場 所：第１会議室

費 用：無料

☆主 催：社会福祉法人

共 催：福祉部会

映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～

上映作品上映作品上映作品上映作品

（名曲をバックに爽快な西部男の世界）

監督ジョン・フォード

☆日 時：5

    （終了予定

☆場 所：2

☆定 員：申込みは不要、直接会場へお越しください

☆主 催：福祉部会

からきだ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

From ShobukanFrom ShobukanFrom ShobukanFrom Shobukan

絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ

5 月 3 日
6 月 7 日
2 階・和室

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます

福祉部会 

からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館

「「「「ピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみよう

～～～～美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう

6 月 1 日
2 階ホール

※動きやすい服装で

30 名(申込み先着順

100 円(保険代含む

飲み物・タオル

老久保 尚美

ネバタ州立大学公認ピラティス

催：健康・スポーツ部会

「「「「福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会

困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください
相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください

5 月 20 日

第１会議室

無料 直接会場にお越しください

社会福祉法人

福祉部会 

映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～

上映作品上映作品上映作品上映作品「「「「黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン

（名曲をバックに爽快な西部男の世界）

監督ジョン・フォード

5 月１4 日

（終了予定 

2 階ホール

員：申込みは不要、直接会場へお越しください

催：福祉部会 

からきだ

～
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絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ絵本よみきかせ    ～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～

日(土) 11:00

日(土) 11:00

階・和室 （事前の申込

絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます

 

    
からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館からきだ菖蒲館    

ピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみよう

美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう

日(日) 13:30

階ホール 

動きやすい服装で

申込み先着順

保険代含む

飲み物・タオル 

尚美 氏 

ネバタ州立大学公認ピラティス

催：健康・スポーツ部会

    

福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会

困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください
相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください

日(火) 

第１会議室 

直接会場にお越しください

社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

 

 
映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～

黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン

（名曲をバックに爽快な西部男の世界）

監督ジョン・フォード 主演ジョン・ウエイン

日(水) 

 16:30）

階ホール 

員：申込みは不要、直接会場へお越しください

 映画同好会（会員募集中）

からきだ菖蒲館

～フラダンス

From ShobukanFrom ShobukanFrom ShobukanFrom Shobukan

    

～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～

11:00～11:40

11:00～11:40

事前の申込

絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます

    
    地域地域地域地域健康健康健康健康

ピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみよう

美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう

13:30～15:00

動きやすい服装で(上履きは不要

申込み先着順、直接会場へ

保険代含む) 

 

 

ネバタ州立大学公認ピラティス 

催：健康・スポーツ部会 

    

福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会

困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください
相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください

 13:30～

直接会場にお越しください

多摩市社会福祉協議会

 
映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～

黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン黄色いリボン」」」」    

（名曲をバックに爽快な西部男の世界）

主演ジョン・ウエイン

 開場 13:30

） 

員：申込みは不要、直接会場へお越しください

映画同好会（会員募集中）

菖蒲館 

フラダンス
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～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～

11:40 

11:40 

事前の申込みは不要です

絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます

健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療

ピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみようピラティスを体験してみよう」」」」    

美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう美しい姿勢を手に入れよう    !!!!    ～～～～    

15:00 

上履きは不要) 

直接会場へ)

 インストラクター

福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会福祉なんでも相談会」」」」    

困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください困っていること何でもご相談ください～～～～
相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です相談員は社会福祉協議会の職員です    

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください

～15:30 

直接会場にお越しください

多摩市社会福祉協議会

 

映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内映画上映会（無料）ご案内    

～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～～懐かしの映画や最新作を楽しみませんか～    

（名曲をバックに爽快な西部男の世界） 

主演ジョン・ウエイン

13:30 上映

員：申込みは不要、直接会場へお越しください

映画同好会（会員募集中）

 サンサンコンサート

 

フラダンス～

 

 

～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～～おはなしのいす～    

は不要です）

絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます 

医療医療医療医療講座講座講座講座    

    

) 

インストラクター 

～～～～    
    

相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください相談者のプライバシーは守られますので安心してご相談ください    

直接会場にお越しください 

多摩市社会福祉協議会 

 

主演ジョン・ウエイン 

上映 14:00

員：申込みは不要、直接会場へお越しください

映画同好会（会員募集中） 

サンサンコンサート

～ 

～～～～

☆

☆場

☆対象者：市内在住の

     

☆参加費：お一人

☆定

     

☆献

     

☆主

☆日

☆場

☆

☆主

☆日

 

☆定

☆

 

☆機

 

☆

☆主

） 

 

    

 

14:00 

員：申込みは不要、直接会場へお越しください 

 

サンサンコンサート
◆ 日時：

◆ 会場：

◆ 主催：

 

こいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼり
唐木田児童館が参加しているこの

ジェクトに賛同し、菖蒲館内に

をいっぱい飾ります。

～～～～新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月

楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～

☆日 時：

☆場 所：

☆対象者：市内在住の

     

☆参加費：お一人

☆定 員：

     

☆献 立：

     

☆主 催：福祉部会

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

☆日 時：

☆場 所：からきだ菖蒲館

☆野菜販売：周辺の農業生産者のご協力による

☆主 催：日曜朝市実行委員会

トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）

☆日 時：

      

☆定 員：

☆受講料：

  

☆機 器：ノートパソコン（

  

☆申 込：

☆主 催：地域

サンサンコンサート
日時：６
会場：２階

主催：文化部会

こいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼり
唐木田児童館が参加しているこの

ジェクトに賛同し、菖蒲館内に

をいっぱい飾ります。

菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）

新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月

楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～

時：5 月 20
所：1階ギャラリー

☆対象者：市内在住の

     （付き添いの方もご一緒にどうぞ）

☆参加費：お一人

員：15 名（申込み先着順、受付

     ※直接ご本人が申込み下さい

立：煮込みハンバーグ、野菜添え

     お吸い物、デザート

※アレルギーのある方はご相談下さい

催：福祉部会

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

時：第 31 回

第 32 回

毎月 1

所：からきだ菖蒲館

：周辺の農業生産者のご協力による

催：日曜朝市実行委員会

トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）

時：6 月 4
  2 日（毎週水曜日

員：5名（申込

：教材使用料を含め

 （初回に

器：ノートパソコン（

 （運営協議会の機器を貸与します）

：往復ハガキ

の上、事務局へ郵送

催：地域 ICT

サンサンコンサート 201
６月１５日

２階ホール

文化部会

こいのぼりこいのぼりこいのぼりこいのぼり     いっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクト
唐木田児童館が参加しているこの

ジェクトに賛同し、菖蒲館内に

をいっぱい飾ります。

菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）

新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月新緑の美しい５月！！！！        ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、

楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～

0 日(火)

階ギャラリー

☆対象者：市内在住の 75 歳以上の方

（付き添いの方もご一緒にどうぞ）

☆参加費：お一人 300 円 

名（申込み先着順、受付

直接ご本人が申込み下さい

煮込みハンバーグ、野菜添え

お吸い物、デザート

※アレルギーのある方はご相談下さい

催：福祉部会 

日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

回 5 月 18

回 6 月 15
1回実施します（原則第

所：からきだ菖蒲館

：周辺の農業生産者のご協力による

催：日曜朝市実行委員会

トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）

4 日、11
毎週水曜日

（申込み者多数の場合は抽選）

教材使用料を含め

（初回に 5回分を一括納入願います）

器：ノートパソコン（

（運営協議会の機器を貸与します）

往復ハガキに氏名、住所、電話番号を記入

事務局へ郵送

ICT 化支援特別委員会

201４
日(日） 

ホール 入場無料

文化部会 

いっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクト
唐木田児童館が参加しているこの

ジェクトに賛同し、菖蒲館内に

をいっぱい飾ります。  共催

 

    
菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）

 
ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、

楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～

) 12:00～

階ギャラリー 

歳以上の方

（付き添いの方もご一緒にどうぞ）

 

名（申込み先着順、受付

直接ご本人が申込み下さい

煮込みハンバーグ、野菜添え

お吸い物、デザート 

※アレルギーのある方はご相談下さい

    
日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市 

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

8 日(日) 9:00

15 日(日) 9:00

回実施します（原則第

所：からきだ菖蒲館 玄関前広場

：周辺の農業生産者のご協力による

催：日曜朝市実行委員会 

 

    
トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）

1 日、18
毎週水曜日）10～

者多数の場合は抽選）

教材使用料を含め 1回 10

回分を一括納入願います）

器：ノートパソコン（Windows 8

（運営協議会の機器を貸与します）

に氏名、住所、電話番号を記入

事務局へ郵送（5

化支援特別委員会

４ 
 

入場無料 

    
いっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクトいっぱいプロジェクト         (東日本大震災復興支援

唐木田児童館が参加しているこのプロ 

ジェクトに賛同し、菖蒲館内にこいのぼり

共催：文化部会

菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）菖蒲の会（高齢者食事会）    

ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、

楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～楽しいひとときを過ごしませんか！～    

～13:30 

歳以上の方 

（付き添いの方もご一緒にどうぞ）

名（申込み先着順、受付 10:00

直接ご本人が申込み下さい 

煮込みハンバーグ、野菜添え、

※アレルギーのある方はご相談下さい

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

) 9:00～

) 9:00～

回実施します（原則第 3

玄関前広場 

：周辺の農業生産者のご協力による

トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）

18 日、25
～12 時、

者多数の場合は抽選）

1000 円 

回分を一括納入願います）

Windows 8） 

（運営協議会の機器を貸与します）

に氏名、住所、電話番号を記入

5月 25 日

化支援特別委員会 

 

東日本大震災復興支援

 

いのぼり 

部会 

    

ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、ご一緒にお食事をしながら、    

    

 

（付き添いの方もご一緒にどうぞ） 

:00 より）

、煮物、 

※アレルギーのある方はご相談下さい 

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！

～11:00    

～11:00 

3 日曜日）

：周辺の農業生産者のご協力による 

トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）トライ！パソコン教室（初心者向け）    

25 日、7 月
、5回        

者多数の場合は抽選） 

 

回分を一括納入願います） 

 

（運営協議会の機器を貸与します） 

に氏名、住所、電話番号を記入

日必着） 

 

東日本大震災復興支援

        

より） 

 

地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！地元生産の新鮮な野菜がからきだ菖蒲館の広場に！    

日曜日）    

月 
       

 

に氏名、住所、電話番号を記入

 

※※※※

 

 

★★★★

子

プロの講師

かきましょう！
    

★★★★

「多摩

フラダンスをお楽しみください

 

 

東日本大震災復興支援)    

 

協議会は

ンティアで

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

す。ご参加をお待ちしています。

☆日 時：

☆コース：

☆集 合：

☆参加費：

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具

☆主 催：

※※※※問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：

★★★★14:00 14:00 14:00 14:00 

みんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむ
子どもから大人まで、初めての方大歓迎！

プロの講師

かきましょう！
    

★★★★11115555:00 :00 :00 :00 

サンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサート
「多摩ハワイアンフラ

フラダンスをお楽しみください

私たちみんなで育てています

菖蒲館３周年記念展示

4 月 26 日

協議会は菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動

ンティアで行っています

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

ご参加をお待ちしています。

～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～

時：6 月

雨天の場合は

☆コース：高幡不動尊方面

合：9:00 

参加費：100 円

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具

催：健康・スポーツ部会

 

 

問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：

 

 

 

14:00 14:00 14:00 14:00 ～～～～14:4014:4014:4014:40

みんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむ
から大人まで、初めての方大歓迎！

プロの講師の指導

かきましょう！

:00 :00 :00 :00 ～～～～15:3015:3015:3015:30

サンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサート
ハワイアンフラ

フラダンスをお楽しみください

私たちみんなで育てています

 

広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み

菖蒲館３周年記念展示

日(土)～

 

唐木田コミュニティセンター

菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動

行っています

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

ご参加をお待ちしています。

菖蒲館菖蒲館菖蒲館菖蒲館ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング

～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～

月 3 日(火)

の場合は

高幡不動尊方面

 菖蒲館玄関前

円(保険料

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具

健康・スポーツ部会

問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：042042042042----338338338338

 

14:4014:4014:4014:40    

みんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむみんなで楽しむ HawaiianHawaiianHawaiianHawaiian
から大人まで、初めての方大歓迎！

指導で、

かきましょう！ 

15:3015:3015:3015:30    

サンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサート
ハワイアンフラ

フラダンスをお楽しみください

花花花花いいいいっっっっ

私たちみんなで育てています

 

運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか

広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み

菖蒲館３周年記念展示 (エレベータ横壁面

～5月 18 日

                        

唐木田コミュニティセンター

菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動

行っています。健康スポーツ、福祉

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

ご参加をお待ちしています。

 
ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング

～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～

) 

の場合は 6月 14

高幡不動尊方面  

菖蒲館玄関前広場

料含む) 

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具、

健康・スポーツ部会 

次号は次号は次号は次号は

からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙

 
338338338338----6333633363336333

HawaiianHawaiianHawaiianHawaiian
から大人まで、初めての方大歓迎！

で、一緒に楽しい汗

サンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサートサンサンコンサート    
ハワイアンフラ キッズサークル

フラダンスをお楽しみください

っっっっぱぱぱぱいいいい運動運動運動運動

私たちみんなで育てています     

 

運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか

広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み

エレベータ横壁面

日(日)まで

                    

唐木田コミュニティセンター

菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動

。健康スポーツ、福祉

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

ご参加をお待ちしています。 問合せは受付まで

ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    

～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～～あじさいを訪ねます～    

14 日(土) 

広場 

 事前申込み不要

、交通費 

 

次号は次号は次号は次号は 6666月下旬月下旬月下旬月下旬

からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙

6333633363336333(事務局

HawaiianHawaiianHawaiianHawaiian フラフラフラフラ    
から大人まで、初めての方大歓迎！

楽しい汗

キッズサークル

フラダンスをお楽しみください！ 

運動運動運動運動 

    まちづくり部会

運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか

広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み

エレベータ横壁面) 

まで  主催：広報部会

唐木田コミュニティセンター

菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動菖蒲館の運営と地域住民のための活動をボラ

。健康スポーツ、福祉環境

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

問合せは受付まで

 

事前申込み不要

 

月下旬月下旬月下旬月下旬    発行予定発行予定発行予定発行予定

からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙

事務局)10:00

    
から大人まで、初めての方大歓迎！ 

楽しい汗を 

キッズサークル」の

まちづくり部会

運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか

奈良原公園奈良原公園奈良原公園奈良原公園

広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み広報紙第２０号までの歩み    

 

主催：広報部会

唐木田コミュニティセンター運営

をボラ

環境、

文化、まちづくり、総務企画、広報の６部会がありま

問合せは受付まで 

 

事前申込み不要 

発行予定発行予定発行予定発行予定    

からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙からきだ菖蒲館広報紙    

10:00 より 

 

 

の 

まちづくり部会 

 

運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか運営委員になりませんか    

奈良原公園奈良原公園奈良原公園奈良原公園    

主催：広報部会 

 


