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10:30 オープニング式典 

大松台小【花笠踊り】 

南鶴牧小【コーラス】 

11:15 アクアブルーキッズダンス 

【チアダンス】 

11:45 E wehi lei lani フラサークル 

【フラダンス】 

12:15 タイ文化研究会【タイダンス】 

12:45 Tinker ☆Belbell 

【ミュージックベル】 

13:45 TSUBASA【コーラス】 

14:15 篠崎愛とバイオリンを弾こう！ 

【参加型・バイオリン用意あり】 

16:30 オレンジノートアンサンブル 

【サックスアンサンブル】 

17:00 終了予定 

 

11:00 たまましんがーず【コーラス】 

11:30 アンサンブルあい【コーラス】 

12:00 「はなみずき」合唱団【コーラス】 

12:30 Joy Fellows【ゴスペル（合唱）】 

13:00 ロワゾーブラン 

【器楽アンサンブル】 

14:00 大正琴 琴景会【大正琴】 

14:30 アガ・イチバン（ソウ＆クマーマ） 

【音楽コンサート】 

15:00すまいる３Ｂ体操【参加型体操】 

15:30 健康太極拳「和」【太極拳】 

16:00 プア・ケニケニ【フラダンス】 

15:15 Heavenly Blue 

【POPS うた】 

15:45 ともしび うたごえの会 

【みんなで歌おう！！参加型】 

16:30「多摩の民話」実行委員会 

【－語り－『唐木田の民話』】  

17:15 多摩太鼓【太鼓演奏】 

17:45 終了予定 

 

 

＊時間は予定です。準備等の時間を含

みます。プログラムをご参照ください。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ハロー From Shobukan   

 

  
新都市センタービル ＋ ３階クリニックフロアー  

新垣内科外科クリニック 
 

診療時間 
月火水金：9 時～12 時  15 時～18 時  

土：9 時～12 時  

休診日：木曜日 日曜日 祝日 
  

東京都多摩市鶴牧 1-24-1 （多摩郵便局隣） 
☎ FAX 042-373-0514 

                             医師 新垣美郁代 

 

次号は 11 月上旬 発行予定 

 

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/ 

 

 

 

 

からきだ菖蒲館広報紙 

 
 

 

 

 

 

 

■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 

 

◆ 17:00 開場/17:30開演   “                
出演： 石黒 直子 （ジャズピアニスト) 川村 裕司（サックス）   
      

◆ 1５：３０ 開場/16:０0開演 

出演： マーリエフラ  

 

  

石黒直子 

ジャズピアノを故八城一夫氏、安田

芙美夫氏に師事。スタンダード、ポ

ップス、ソウル、ジャズの分野でラ

イブ活動中。演奏家として活動の傍

ら、作曲家として脚光を浴びる。ま

た指導者としても大活躍中。オリジ

ナル曲「春よ」、合唱曲「母よ」ほ

か、楽曲提供多数。 

川村 裕司 

2000 年第 55 回芸術祭優秀賞を受賞。現在、

宮間利之とニューハードのソリストおよび

アレンジャーとして活躍中。テレビ出演も多

く紅白歌合戦ほか各局に出演。また、角田健

一ビッグバンドのメンバーとしてもキーパ

ーソン的存在。リーダーアルバム他多数のレ

コーディングに参加。音楽に裏打ちされた真

のハピネスを奏でる芸術家である。 

ALOHA～♪ 

私達は菖蒲館の誕生と共に発足

し日々菖蒲館にて練習を重ねて

参りました。 

今年も菖蒲館まつりのステージ

に立てることに感謝しながら、

ひと時、皆様にハワイの風を感

じていただけるよう心を込めて

踊ります。 

 
図書館イベント 

 
■秋のスペシャルおはなし会  

第 1 部（10:00~10:30）場所：2 階和室 

0～3 歳位のお子さんと保護者の方を対象としたおはなし 

会です。手遊びやわらべうたを交えた楽しい読み聞かせ。 

第 2 部（11:30~12:00）場所：2 階和室 

特大絵本と呼ばれる大きな絵本を使った読み聞かせと、 

マジックを行います。年齢制限無し。 

■場所／1階 太陽光パネル隣 

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、ご自由にお持ち下さい。 

(袋はご持参下さい) 
 

＊問合せ：唐木田図書館 Tel：338-0660 

 
児童館イベント 

 
児童館では子どもスタッフによるミニ縁日「からき

団フェスタ 2012」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。 

詳しくは児童館までお問い合わせください。 
 

＊問合せ：唐木田児童館 Tel：338-2277 

日曜朝市 
地元生産の新鮮な野菜をご用意します。 

☆日 時：10 月 21 日（日）9:00～11:00 

 月 1 回実施します（原則第 3 日曜日） 

☆場 所：駐車場（業務用）（建物東側）   

☆販 売：周辺農業生産者のご協力による 

☆主 催：日曜朝市実行委員会 

 

 
模擬店ご案内 

 
お祭りには欠かせないメニューをご用意し 

て、みなさんをお待ちしています。近隣団 

地の有志の皆さんの出店も有りますよ！ 
 

☆時 間：11:00～16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ステンドグラス展示【アート・さくら】 

・書道展示会【華川会】 

・サークル紹介【ダンスサークル COM 舞】 

・手作り陶芸作品展 

【陶芸教室スタジオえあで】 

・セラピューティック・ケア体験 

【ケアサロン・ディジー】 

・サークル紹介の写真展示 

【オンリー愛】 

18:00 終了予定 

10:00 小さい子のためのおはなし会 

  【唐木田図書館】 

10:30 子ども向けお話し会・工作 

  【コアラ文庫】 

11:00 大人が楽しむおはなし会 

  【おはなしどんぐり】 

11:30 マジックと読み聞かせ 

  【唐木田図書館】（～12:00） 

13:30 読み聞かせ 

  【おはなしのいす】 

14:00 終了予定 

１階 ギャラリー ２階 和 室 

骨密度測定（多摩市健康推進員） 

 健康な毎日のためにチェック・予防

が大切！ あなたの骨密度を測ってみ

ませんか？（測定部位：かかと） 
 

ウォーキング相談 

 相談コーナーを開設。お気軽にお立

ち寄り下さい。オリジナルの新作ウ

ォーキングマップも販売します！ 
 

☆時 間：10:00～15:30 

☆場 所：玄関ラウンジ  

☆主 催：健康・スポーツ部会 

体力年齢測定 (10:00～16:00) 
みんな集まれ！あなたの体力年齢は・・？ 

「握力、前屈、背筋」を測って、いつも若々

しく・・・！ 

☆場 所：2 階エレベーター前  
 

屋上見学会 (11:30、14:00の 2回) 

菖蒲館の屋上はどうなっているのかな？ 

屋上のエコの様子を自分の目で観てみよ

う！ 
 

☆主 催：福祉・環境部会 

  
 

 

 

 

 
 

 

（駐車場はありません） 


