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 多摩ニュータウン計画においては、

以前から中沢

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

と開設され今日に至っています。

昭和

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッ

タウンからの脱皮を

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

大和証券研修センター、東京三菱

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

立地し、今日に至っています。

４４４４

 昭和

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

そこで、前号でもお話し

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

て計画が検討されました。

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部

                              

         

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３．３．３．多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ

            ドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市を

            目指して目指して目指して目指して

多摩ニュータウン計画においては、

以前から中沢

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

と開設され今日に至っています。

昭和 61 年

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッ

タウンからの脱皮を

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

大和証券研修センター、東京三菱

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

立地し、今日に至っています。

４４４４....｢｢｢｢唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区

昭和 58 年

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

そこで、前号でもお話し

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

て計画が検討されました。

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部

                              

          

                          

多摩市立唐木田コミュニティセンター

多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ

ドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市を

目指して目指して目指して目指して    

多摩ニュータウン計画においては、

以前から中沢 2丁目

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

と開設され今日に至っています。

年(1986)5

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッ

タウンからの脱皮を

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

大和証券研修センター、東京三菱

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

立地し、今日に至っています。

唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区

年(1983)3

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

そこで、前号でもお話し

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

て計画が検討されました。

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部

私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり

                              

                                                     

                          しょうぶかんしょうぶかんしょうぶかんしょうぶかん

多摩市立唐木田コミュニティセンター

多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ

ドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市を

多摩ニュータウン計画においては、

丁目(昔の龍田山付近

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

と開設され今日に至っています。

(1986)5 月には、新住宅市

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッ

タウンからの脱皮を目指しました。

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

大和証券研修センター、東京三菱

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

立地し、今日に至っています。

唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区唐木田・中沢地区｣｣｣｣の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画

(1983)3 月には、それまで

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

そこで、前号でもお話ししましたが、

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

て計画が検討されました。 

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部

私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり
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多摩市立唐木田コミュニティセンター

多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ

ドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市を

多摩ニュータウン計画においては、

昔の龍田山付近

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

と開設され今日に至っています。 

月には、新住宅市

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッ

ました。

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

大和証券研修センター、東京三菱 UFJ

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

立地し、今日に至っています。   

の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画

月には、それまで

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

ましたが、

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

 

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部

私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり
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多摩市立唐木田コミュニティセンター

 

と谷戸部では高低差約

形のうえ、自然環境の保全が必要な難

しい街づくりでした。多摩ニュータウ

ンで一般化していた歩行者専用道路ネ

ットワークの導入は出来ませんでした

が、その代

る二つのみどりの道、「からきだの道」

「ガーデンロード」が計画されました。

住区内に小学校設置を検討されました

が、計画人口

置は出来ず、児童の通学に負担（遠距

離、幹線道路の横断等）をかけること

になりました。

    

 

ＣＣとの緩衝地帯とし

て自然的、地形的連続

性を保ちつつ、自然林

の保全とレクリエーション空間の確保

のため、自然斜面と造成

一部府中ＣＣ用地

積約

説と民話を秘めた自然歩道を整備し、

多摩市都市緑地「からきだの道」と

ました。

 
けて、菖蒲館にて開催予定の「からきだ

の道パネル展」とボランティア団体「か

らきだの道の会」から発行予定の「から

きだの道

多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ多摩ニュータウンが単なるベッ    

ドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市をドタウンから多機能複合都市を    

多摩ニュータウン計画においては、

昔の龍田山付近)

は健康・医療施設ゾーンと位置づけ、

造成されました。その後、多摩南部地

域病院、東京都立多摩総合精神保健福

祉センター等の医療・福祉施設が次々

月には、新住宅市

街地開発法の改正により、居住者の雇

用増進と都市機能の増進に寄与するた

めの「特定業務施設」として商業施設

を含む多くの業務施設の誘致が可能と

なりました。これにより、多摩センタ

ー地区には、朝日生命多摩本社等多く

の商業・業務施設が誘致され、ベッド

ました。 

また、唐木田地区と隣接する長池・

別所地区の街づくりも再検討され、「唐

木田・長池業務ゾーン」が設定され、

UFJ

情報センター、大妻学院、ケーズデン

キ等多くの商業・業務・教育施設等が

 

の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画の街づくり計画    

月には、それまで

残されていた中沢二丁目の丘陵部の新

住事業化に地元の同意が得られました。

ましたが、

旧集落の谷戸部の区画整理事業と丘陵

部の新住事業との両区域の一体造成が

可能になり、一体的な街づくりに向け

この区域は、府中ＣＣの東側と南側

に位置し、逆Ｌ字型で細長く、丘陵部 

私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり私たちの街のみどり    （第（第（第（第６６６６

「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり
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多摩市立唐木田コミュニティセンター

 

と谷戸部では高低差約

形のうえ、自然環境の保全が必要な難

しい街づくりでした。多摩ニュータウ

ンで一般化していた歩行者専用道路ネ

ットワークの導入は出来ませんでした

が、その代

る二つのみどりの道、「からきだの道」

「ガーデンロード」が計画されました。

住区内に小学校設置を検討されました

が、計画人口

置は出来ず、児童の通学に負担（遠距

離、幹線道路の横断等）をかけること

になりました。

    ５．からきだの道５．からきだの道５．からきだの道５．からきだの道

 新しい住宅地と府中

ＣＣとの緩衝地帯とし

て自然的、地形的連続

性を保ちつつ、自然林

の保全とレクリエーション空間の確保

のため、自然斜面と造成

一部府中ＣＣ用地

積約 5ha の緑地内に延長約

説と民話を秘めた自然歩道を整備し、

多摩市都市緑地「からきだの道」と

ました。 

＊引用・参考文献：「多摩ニュータウン開

発事業誌」、平成

市機構

 なお、詳しくは、

けて、菖蒲館にて開催予定の「からきだ

の道パネル展」とボランティア団体「か

らきだの道の会」から発行予定の「から

きだの道散策

６６６６回）回）回）回）    

「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり

筆者紹介：

造園家。
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ニュータウン今昔」他。多摩市唐木田在住

                                                                                                                                                                                

                          

 

多摩市立唐木田コミュニティセンター 〒

と谷戸部では高低差約

形のうえ、自然環境の保全が必要な難

しい街づくりでした。多摩ニュータウ

ンで一般化していた歩行者専用道路ネ

ットワークの導入は出来ませんでした

が、その代わりにこの地区を特徴

る二つのみどりの道、「からきだの道」

「ガーデンロード」が計画されました。

住区内に小学校設置を検討されました

が、計画人口(６～８千人

置は出来ず、児童の通学に負担（遠距

離、幹線道路の横断等）をかけること

になりました。 

５．からきだの道５．からきだの道５．からきだの道５．からきだの道

新しい住宅地と府中

ＣＣとの緩衝地帯とし

て自然的、地形的連続

性を保ちつつ、自然林

の保全とレクリエーション空間の確保

のため、自然斜面と造成

一部府中ＣＣ用地(0.7ha)

の緑地内に延長約

説と民話を秘めた自然歩道を整備し、

多摩市都市緑地「からきだの道」と

 

引用・参考文献：「多摩ニュータウン開

発事業誌」、平成

市機構 

なお、詳しくは、

けて、菖蒲館にて開催予定の「からきだ

の道パネル展」とボランティア団体「か

らきだの道の会」から発行予定の「から

散策ガイド」をご覧下さい。

「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり「唐木田・中沢地区」の街づくり～～～～

筆者紹介：大石 武朗

。元住宅都市

ニュータウン開発に長く携わる。著書「多

ニュータウン今昔」他。多摩市唐木田在住
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と谷戸部では高低差約 50

形のうえ、自然環境の保全が必要な難

しい街づくりでした。多摩ニュータウ

ンで一般化していた歩行者専用道路ネ

ットワークの導入は出来ませんでした

りにこの地区を特徴

る二つのみどりの道、「からきだの道」

「ガーデンロード」が計画されました。

住区内に小学校設置を検討されました

６～８千人
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 皆さん

駅前の花壇をご存知ですか？

の花いっぱい運動という活動の

栽培、管理されています。今年

この活動の一環として花壇管理の講習

会をさせていただきました。

 今回は、特に植物を対象とした活動

の、効果というと堅苦しいですが、「い

いこと」くらいにしましょうか。そん

なことをお話ししたいと思います。

 まず、定期的に外に出ないといけな

いこと。外に出ようと思ったら

今日の天気はどうかしら？

何を着たらよいかしら？

日焼け止めを塗らないと

大変です。いろいろ準備することがあ

りますね。

 でも、家でじっとしているより心も

体もとても健康的ですよね。外に出れ

ば、風が気持ちいいし、鳥の声なんか

も聞こえてくるかもしれません。体中

で季節を感じることができます。これ

も、「いいこと」

でしょうか。

 さて、ガーデンに行くと植物が待っ

ていて、水が欲しいよ、雑草が太陽を

隠してるよ、など彼らの声が聞こえる

はず。植物との会話も楽しいですね。

 さあ、コミュニティガーデンに仲間
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駅前の花壇をご存知ですか？

の花いっぱい運動という活動の

栽培、管理されています。今年

この活動の一環として花壇管理の講習
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いこと」くらいにしましょうか。そん
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大変です。いろいろ準備することがあ
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でしょうか。

さて、ガーデンに行くと植物が待っ

ていて、水が欲しいよ、雑草が太陽を

隠してるよ、など彼らの声が聞こえる

はず。植物との会話も楽しいですね。

さあ、コミュニティガーデンに仲間

「いいこと」発見！「いいこと」発見！「いいこと」発見！「いいこと」発見！
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も聞こえてくるかもしれません。体中

で季節を感じることができます。これ
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さて、ガーデンに行くと植物が待っ

ていて、水が欲しいよ、雑草が太陽を
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はず。植物との会話も楽しいですね。

さあ、コミュニティガーデンに仲間

「いいこと」発見！「いいこと」発見！「いいこと」発見！「いいこと」発見！    コミュニティガーデンコミュニティガーデンコミュニティガーデンコミュニティガーデン

    

                                                                                                                                                                        

休館日：

年年年年 10101010 月月月月 19191919

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

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

菖蒲館の入り口や、唐木田

菖蒲館

で、

月に、

この活動の一環として花壇管理の講習

今回は、特に植物を対象とした活動

の、効果というと堅苦しいですが、「い

いこと」くらいにしましょうか。そん

 

まず、定期的に外に出ないといけな

・・・。

気温は？ 

 

。さあ

大変です。いろいろ準備することがあ

でも、家でじっとしているより心も

体もとても健康的ですよね。外に出れ

ば、風が気持ちいいし、鳥の声なんか

も聞こえてくるかもしれません。体中

で季節を感じることができます。これ

ではない

さて、ガーデンに行くと植物が待っ

ていて、水が欲しいよ、雑草が太陽を

隠してるよ、など彼らの声が聞こえる

はず。植物との会話も楽しいですね。 

さあ、コミュニティガーデンに仲間 

が集まってきました。暑いわね、寒い

わねなんて季節の話題から入り、話

は尽きませんね。そんな

ご近所の不審者情報やら、地域の困っ

たことなども上がってきたりしますよ

ね。このような、生きた情報が入ると、

防犯などにも効果がありそうですね。

 

 

 

 

 

思います。うまく育たないけど、どう

してる

よなんて。うちの子増えすぎちゃった

から、分けましょうか、なんてラッキ

ーなこともあるかもしれません。活動

内で、自分で育てたことのない植物に、

出会えるかもしれませんね！

 

に、たくさんの「いいこと」が見つか

りましたね！

ししたいと思います。お付き合いくだ

さい。

 

へのお誘いです。

泉女学園大学の学園祭「恵泉祭」が開

催されます。講習会の中で、恵泉のオ

ープンガーデンに皆さんで参加しまし

たが、学園祭でも花壇や畑を学生がご

案内するツアーがあります。

しください。秋の花壇が皆さんをお迎

えします。
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思います。うまく育たないけど、どう

とか、この花丈夫でいいわ

よなんて。うちの子増えすぎちゃった

から、分けましょうか、なんてラッキ

ーなこともあるかもしれません。活動

内で、自分で育てたことのない植物に、

出会えるかもしれませんね！

まだ具体的な活動の話しに入る前

に、たくさんの「いいこと」が見つか

次回もこの続きをお話

ししたいと思います。お付き合いくだ

最後に、この場をお借りして学園祭

11 月 8 日、

泉女学園大学の学園祭「恵泉祭」が開

催されます。講習会の中で、恵泉のオ

ープンガーデンに皆さんで参加しまし

たが、学園祭でも花壇や畑を学生がご

案内するツアーがあります。

しください。秋の花壇が皆さんをお迎

佐藤佐藤佐藤佐藤

佐知子（さとう

恵泉女学園大学、多摩グリーンライブセン

回回回回))))    

 

 

                                                                            

                    No.0No.0No.0No.0
編集：編集：編集：編集：    広報部会広報部会広報部会広報部会

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

が集まってきました。暑いわね、寒い

わねなんて季節の話題から入り、話

会話の中から、

ご近所の不審者情報やら、地域の困っ

たことなども上がってきたりしますよ

ね。このような、生きた情報が入ると、

防犯などにも効果がありそうですね。

もちろん、植物の話題も出てくると

思います。うまく育たないけど、どう

とか、この花丈夫でいいわ

よなんて。うちの子増えすぎちゃった

から、分けましょうか、なんてラッキ

ーなこともあるかもしれません。活動

内で、自分で育てたことのない植物に、

出会えるかもしれませんね！ 

まだ具体的な活動の話しに入る前

に、たくさんの「いいこと」が見つか

もこの続きをお話

ししたいと思います。お付き合いくだ

最後に、この場をお借りして学園祭

日、9日に恵

泉女学園大学の学園祭「恵泉祭」が開

催されます。講習会の中で、恵泉のオ

ープンガーデンに皆さんで参加しまし

たが、学園祭でも花壇や畑を学生がご

案内するツアーがあります。ぜひお越

しください。秋の花壇が皆さんをお迎

佐藤佐藤佐藤佐藤    佐知子佐知子佐知子佐知子

さとう さちこ

恵泉女学園大学、多摩グリーンライブセン

 

                                                                            

 

 

No.0No.0No.0No.022224444    
広報部会広報部会広報部会広報部会    

が集まってきました。暑いわね、寒い

わねなんて季節の話題から入り、話し

の中から、

ご近所の不審者情報やら、地域の困っ

たことなども上がってきたりしますよ

ね。このような、生きた情報が入ると、

防犯などにも効果がありそうですね。 

もちろん、植物の話題も出てくると

思います。うまく育たないけど、どう

とか、この花丈夫でいいわ

よなんて。うちの子増えすぎちゃった

から、分けましょうか、なんてラッキ

ーなこともあるかもしれません。活動

内で、自分で育てたことのない植物に、

まだ具体的な活動の話しに入る前

に、たくさんの「いいこと」が見つか

もこの続きをお話

ししたいと思います。お付き合いくだ

最後に、この場をお借りして学園祭         

日に恵

泉女学園大学の学園祭「恵泉祭」が開

催されます。講習会の中で、恵泉のオ

ープンガーデンに皆さんで参加しまし

たが、学園祭でも花壇や畑を学生がご

お越

しください。秋の花壇が皆さんをお迎

佐知子佐知子佐知子佐知子    

さちこ） 

恵泉女学園大学、多摩グリーンライブセン 

 

 

 

                                                                            

 

 

 



 

ハローハローハローハロー

☆日

     

☆場

☆主

 
 

 

☆日

☆集

☆参加費

☆持ち物：飲み物、帽子、雨具等

☆主

☆日

☆場

☆定

☆参加費：

☆主

からきだからきだからきだからきだ

☆日

☆場

☆主

鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校

☆日

☆場

☆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：11
     1
☆場 所：2

※絵本は誰もが楽しめ心を豊かにしてくれます

☆主 催：福祉部会

～～～～古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ

近場

☆日 時：12
☆集 合：9

参加費：100

持ち物：飲み物、帽子、雨具等

☆主 催：健康・スポーツ部会

おとなのためのおとなのためのおとなのためのおとなのための

～～～～X'masX'masX'masX'mas

☆日 時：11
☆場 所：1

☆定 員：15

☆参加費：1000

☆主 催：文化

からきだからきだからきだからきだ
～Merry Christmas

◆１２
出演：

主催：

曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ

        ・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー

        ・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ

～～～～「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」

「「「「からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会

菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり

☆日 時：11
☆場 所：1F 

主 催：からきだの道の会

鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校

☆日 時：1
☆場 所：2

☆主 催：文化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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

11 月 1 日
12 月 6 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

催：福祉部会 

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング

古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ

近場 ! 初心者にもお勧めのコースです

12 月 2 日
9 時 菖蒲館玄関前広場

100 円(保険代含む

持ち物：飲み物、帽子、雨具等

催：健康・スポーツ部会

おとなのためのおとなのためのおとなのためのおとなのための

X'masX'masX'masX'mas オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！

11 月 21
1 階第１会議室

15 名（申込み先着順、受付

1000 円(材料費込み

文化部会 

からきだからきだからきだからきだ
Merry Christmas

１２月２０日
出演： 調 

主催： 文化部会

曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ

・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー

・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ

からきだの道からきだの道からきだの道からきだの道

「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」

からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会

菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり

11 月 15
1F エレベータ横壁面

からきだの道の会

鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校鶴牧中学校    吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽
～～～～響け響け響け響け

12 月 13
2 階ホール

文化部会 

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    ～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
 （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

 ☆問合せ：

    

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング

古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ

初心者にもお勧めのコースです

日(火) 

菖蒲館玄関前広場

保険代含む

持ち物：飲み物、帽子、雨具等

催：健康・スポーツ部会

    

おとなのためのおとなのためのおとなのためのおとなのための X'masX'masX'masX'mas

オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！

1 日(金)
階第１会議室  

申込み先着順、受付

材料費込み

  

からきだからきだからきだからきだ菖蒲館菖蒲館菖蒲館菖蒲館
Merry Christmas

日(土) 

 久美子 

文化部会 

曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ曲目・トリオソナタ    ニ短調ニ短調ニ短調ニ短調

・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー

・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ・花のワルツ    Op.87/E.Op.87/E.Op.87/E.Op.87/E.

    

からきだの道からきだの道からきだの道からきだの道

「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」

からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会からきだの道の会」」」」は散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックを

菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり菖蒲館まつり１１１１１１１１////９９９９((((日日日日

15 日(土)～

エレベータ横壁面

からきだの道の会

    
吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽部部部部    アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル
響け響け響け響け！！！！    鶴中鶴中鶴中鶴中

3 日(土) 

ホール 

 ☆後 

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

☆問合せ：042-

    

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング

古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ

初心者にもお勧めのコースです

 ※雨天の場合は

菖蒲館玄関前広場 

保険代含む) 

持ち物：飲み物、帽子、雨具等   

催：健康・スポーツ部会 

    

X'masX'masX'masX'mas クラフトクラフトクラフトクラフト

オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！

) 9:40～1

  ☆対 

申込み先着順、受付

材料費込み) ※託児

菖蒲館菖蒲館菖蒲館菖蒲館
Merry Christmas！大切

 開場 17:00

 蓼沼 

 

ニ短調ニ短調ニ短調ニ短調    Wq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.E

・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー・クリスマスメドレー    

Op.87/E.Op.87/E.Op.87/E.Op.87/E.ケーラーケーラーケーラーケーラー

    

からきだの道からきだの道からきだの道からきだの道    パネル展パネル展パネル展パネル展

「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」「からきだの道散策ガイド」発行記念発行記念発行記念発行記念

は散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックを

日日日日))))から配布しますから配布しますから配布しますから配布します

～12 月末

エレベータ横壁面 

からきだの道の会、広報部会

    
アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブル

鶴中鶴中鶴中鶴中サウンドサウンドサウンドサウンド

) 11:00～

 援：児童館

 

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～

11:40 

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

-376-4538

 

菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング菖蒲館ウォーキング    

古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ古道を歩き、小野路宿里山交流館へ～～～～

初心者にもお勧めのコースです

の場合は 

 

クラフトクラフトクラフトクラフト    

オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！オーナメントを作りましょう！～～～～

12:00 

 象：大人

申込み先着順、受付 10:00

※託児室はありません

菖蒲館菖蒲館菖蒲館菖蒲館 X'masX'masX'masX'mas
大切なあなたに

17:00 開演

 明子 中野

Wq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.E

ケーラーケーラーケーラーケーラー    

パネル展パネル展パネル展パネル展    

発行記念発行記念発行記念発行記念～～～～

は散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックをは散策ガイドブックを    

から配布しますから配布しますから配布しますから配布します    

月末(予定)     

広報部会 

アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブルコンサートコンサートコンサートコンサート
サウンドサウンドサウンドサウンド～～～～    

～12:00 

援：児童館 

 

～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～    

（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 

4538（白石）

 

～～～～    

初心者にもお勧めのコースです 

 9 日(火

        

～～～～    

象：大人 

10:00 より） 

はありません

X'masX'masX'masX'mas
なあなたに

開演 17:30

中野 一麻

Wq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.E

    などなどなどなど    

～～～～    

    

     

コンサートコンサートコンサートコンサート    

☆

☆場

☆

☆定

☆参加費：

☆主

☆日

☆場

☆

☆主

 

 

（白石） 

火) 

 

はありません 

～～～～

☆日

☆

☆

   

☆

☆

☆

☆

     

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです

☆日

 

☆場
☆主

X'masX'masX'masX'mas コンサートコンサートコンサートコンサート
なあなたに心

17:30 場所：ロビー

一麻 (入場料：

Wq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.EWq. 145, H. 569/C.P.Eバッハバッハバッハバッハ

      

    

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～

☆日 時：

☆場 所：

☆講 師：

☆定 員：

☆参加費：

☆主 催：福祉部会

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

☆日 時：

☆場 所：菖蒲館

☆販売品：地元産の野菜など

☆主 催：日曜朝市実行委員会

～～～～日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

☆日 時：

☆場 所：児童館遊戯室

☆対象及び定員：年少児童以上

   （親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

☆参加費：

☆申 込：

☆主 催：

☆問合せ：唐木田児童館

     

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです

☆日 時：

  

☆場 所：菖蒲館玄関前
☆主 催：まちづくり部会

コンサートコンサートコンサートコンサート
心をこめて

場所：ロビー

入場料：500

バッハバッハバッハバッハ    

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～

ビビンバ

時：12 月 6
所：1階調理室

師：岡崎美江子

員：申込み先着

☆参加費：800 円 

催：福祉部会

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

時：第 37 回

第 38 回

毎月 1回実施します（原則第

所：菖蒲館 

：地元産の野菜など

催：日曜朝市実行委員会

キッズクラフトキッズクラフトキッズクラフトキッズクラフト

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

時：12 月 13
所：児童館遊戯室

対象及び定員：年少児童以上

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

参加費：300 円 

込：11 月 29

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ）

催：文化部会、唐木田児童館

問合せ：唐木田児童館

     (☎042-

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

でいっぱいです。協力員の方々と一緒に参加

時：11 月 15
 12 月 20

所：菖蒲館玄関前
：まちづくり部会

コンサートコンサートコンサートコンサート
をこめて～ 

場所：ロビー 

500 円) 

男の料理教室男の料理教室男の料理教室男の料理教室

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～

ビビンバ（初心者向け）

6 日(土)

階調理室 

岡崎美江子先生

申込み先着 12 名

 

催：福祉部会 

日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市

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

回 11 月 1
回 12 月 2
回実施します（原則第

 玄関前広場

：地元産の野菜など

催：日曜朝市実行委員会

キッズクラフトキッズクラフトキッズクラフトキッズクラフト

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

13 日(土

所：児童館遊戯室 

対象及び定員：年少児童以上

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

 

29 日(土)

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ）

文化部会、唐木田児童館

問合せ：唐木田児童館 

-338-2277

花花花花いいいいっっっっぱぱぱぱ

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

。協力員の方々と一緒に参加

15 日(土
20 日(土

所：菖蒲館玄関前 
：まちづくり部会

コンサートコンサートコンサートコンサート    
 

 

調 久美子
東京藝術大学音楽学部フルー

ト科を首席にて卒業。ソロ、

アンサンブルを中心に活動。

ジャズや邦楽とのコラボレー

ションも行ない、

DREAM

リース。「おは

なし音楽隊ピッ

コロ」主宰。

ミュージックス

クールアトリエ

ドルチェ代表。

    
男の料理教室男の料理教室男の料理教室男の料理教室

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～

（初心者向け）

) 10:15～

先生 

名(受付 10:00

 

    
日曜朝市日曜朝市日曜朝市日曜朝市 

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

16 日(日

21 日(日

回実施します（原則第

玄関前広場 

：地元産の野菜など 

催：日曜朝市実行委員会 

 

    

キッズクラフトキッズクラフトキッズクラフトキッズクラフト VOL.VOL.VOL.VOL.

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

土)10:00～

 

対象及び定員：年少児童以上 30

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

)から唐木田児童館

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ）

文化部会、唐木田児童館

 

2277) 

    
ぱぱぱぱいいいい運動運動運動運動

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

。協力員の方々と一緒に参加

土)10:00～
土)10:00～
 

：まちづくり部会（協力員募集中）

久美子（しらべ

東京藝術大学音楽学部フルー

ト科を首席にて卒業。ソロ、

アンサンブルを中心に活動。

ジャズや邦楽とのコラボレー

ションも行ない、

DREAMをリ 

リース。「おは 

なし音楽隊ピッ 

コロ」主宰。 

ミュージックス 

クールアトリエ 

ドルチェ代表。 

男の料理教室男の料理教室男の料理教室男の料理教室    

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～

（初心者向け） 

～13:30 

10:00～) 

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

日) 9:00～

日) 9:00～

回実施します（原則第 3

VOL.VOL.VOL.VOL.3333    

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

～12:00(受付

30 名 

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

から唐木田児童館

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ）

文化部会、唐木田児童館 

運動運動運動運動    

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

。協力員の方々と一緒に参加

～ 

～ 

（協力員募集中） 

（しらべ くみこ） 
東京藝術大学音楽学部フルー

ト科を首席にて卒業。ソロ、

アンサンブルを中心に活動。

ジャズや邦楽とのコラボレー

ションも行ない、HANNA'S 

 

 

 

 

～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～～自慢できる料理をひとつ覚えましょう～ 

 

 

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

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！

受付 9:50

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴）

から唐木田児童館 

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ）

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

。協力員の方々と一緒に参加ください。

 ビオラ 

 
東京藝術大学音楽学部フルー

ト科を首席にて卒業。ソロ、

アンサンブルを中心に活動。

ジャズや邦楽とのコラボレー

HANNA'S 

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

    

 

日曜日）    

※※※※

☆日

☆場

☆参加費：入場無料

☆司

☆講

    

             

  

☆主

☆後

                

☆日

☆場

☆主

☆

 

日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！日本の伝統おもちゃ「こま・羽子板」をペイントしよう！～～～～    

9:50) 

（親子参加も可。ただし、未就学児は必ず保護者同伴） 

受付先着順、電話申込み可（本人及び家族のみ） 

みなさんのご協力で、菖蒲館は四季折々、様々な草花

ください。 

 

蓼沼
東京藝術大学音楽学部ピア

ノ科卒業。同大学院修士課

程修了。

ソロ、アンサンブル、伴奏

で活躍。「アルキュオン・

ピアノトリオ」の

メンバー。

2011

に続き、

5月にソロリサイ

タルを予定。

☆

☆場

☆対象者：市内在住の

     

☆参加費：お一人

☆定

     

☆献

☆主

※※※※問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：

自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか

☆日 時：

☆場 所：

☆参加費：入場無料

☆司 会：

☆講 師：

    

             

    

☆主 催：

☆後 援：

～～～～福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他

                どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です

☆日 時：

☆場 所：

☆主 催：多摩市社会福祉協議会

☆共 催

蓼沼 明子
東京藝術大学音楽学部ピア

ノ科卒業。同大学院修士課

程修了。 

ソロ、アンサンブル、伴奏

で活躍。「アルキュオン・

ピアノトリオ」の

メンバー。 

2011年、2013

に続き、2015

月にソロリサイ

タルを予定。

～～～～晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら

☆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

 

次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は

問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：問合せ・申込：

自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか

時：12 月
所：2階ホール

☆参加費：入場無料

会：福島 

師：関原 

    ：前田 

             

  ：水野 

催：福祉部会

援：多摩市社会福祉協議会

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

福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他

なんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談ください

どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です

時：11 月
所：1階第１会議室

催：多摩市社会福祉協議会

包括支援センター

です。相談内容や個人情報は守られます

催：福祉部会

 

 

明子（たでぬま 

東京藝術大学音楽学部ピア

ノ科卒業。同大学院修士課

ソロ、アンサンブル、伴奏

で活躍。「アルキュオン・

ピアノトリオ」の 

 

2013年 

2015年 

月にソロリサイ 

タルを予定。 

 

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）

晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら

楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか

時：11 月
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：ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、

デザート、紅茶

※アレルギーのある方はご相談下さい

催：福祉部会

次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は

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

自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか

月 13 日(

階ホール 

☆参加費：入場無料 直接会場にお越しください

 哲夫氏 

 正氏  

 貞樹氏 

             

 真紀氏 

福祉部会  

多摩市社会福祉協議会

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

福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他

なんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談ください

どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です

月 18 日(

第１会議室

催：多摩市社会福祉協議会

包括支援センター

です。相談内容や個人情報は守られます

福祉部会 

 あきこ） 
東京藝術大学音楽学部ピア

ノ科卒業。同大学院修士課

ソロ、アンサンブル、伴奏

で活躍。「アルキュオン・ 

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）

晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら

楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか

月 27 日(

階ギャラリー

☆対象者：市内在住の 75

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

ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、

デザート、紅茶

アレルギーのある方はご相談下さい

催：福祉部会 

中野 一麻
第 11回大阪国際音楽コンクー

ル木管楽器部門

高槻市長賞を受賞。

第 64回全日本学生音楽コンク

ール東京大会フルート部門高校

生の部入選。

現在、武蔵野音

楽大学ヴィル

トゥオーソ学科

2年在籍。

「Ensemble 

Demi｣メンバー。

次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は次号（特集号）は 10101010

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

    
自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか

(土) 14:00

直接会場にお越しください

 大妻女子大学

  からきだ駅前クリニック

 多摩消防署警防課救急係長

             （救急救命士）

 弁護士(

多摩市社会福祉協議会

    
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

福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他福祉、介護、認知症、他    気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、

なんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談ください

どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です

(火) 14:00

第１会議室 ☆参加費：無料

催：多摩市社会福祉協議会

包括支援センター ※

です。相談内容や個人情報は守られます

 

 

    
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）

晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら

楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか

(木) 12:00

階ギャラリー 

75 歳以上の方

付き添いの方もご一緒にどうぞ

円 

名（申込み先着順、受付

直接ご本人が申込み下さい

ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、

デザート、紅茶 

アレルギーのある方はご相談下さい

一麻（なかの

回大阪国際音楽コンクー

ル木管楽器部門Age

高槻市長賞を受賞。

回全日本学生音楽コンク

ール東京大会フルート部門高校

生の部入選。 

現在、武蔵野音 

楽大学ヴィル 

トゥオーソ学科 

年在籍。 

Ensemble  

メンバー。 

10101010 月月月月 22226666 日日日日

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

自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか

:00～16:0

直接会場にお越しください

大妻女子大学 人間関係学部教授

からきだ駅前クリニック

多摩消防署警防課救急係長

（救急救命士） 

(水野真紀法律事務所長

多摩市社会福祉協議会 

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    

気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、

なんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談くださいなんでもご相談ください～～～～    

どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です

) 14:00～16:00

参加費：無料

催：多摩市社会福祉協議会、多摩センター地域

※相談員は社協・包括の職員

です。相談内容や個人情報は守られます

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）

晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら

楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか楽しい時間を過ごしませんか！～！～！～！～

00～13:30

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 

ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、

アレルギーのある方はご相談下さい

なかの かずま） 
回大阪国際音楽コンクー

Age-H 第 1

高槻市長賞を受賞。 

回全日本学生音楽コンク

ール東京大会フルート部門高校

 

日日日日    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

自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える自分らしく尊厳ある終わり方を考える    

安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演安楽死・尊厳死に対する各専門分野からの講演とととと座談会を座談会を座談会を座談会を

通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか通じて自分のこれからの生き方を考えませんか    

00 

直接会場にお越しください

人間関係学部教授

からきだ駅前クリニック院長

多摩消防署警防課救急係長

水野真紀法律事務所長

気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、

    

どなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口ですどなたでもご利用できる身近な相談窓口です    

16:00 

参加費：無料(直接会場

多摩センター地域

相談員は社協・包括の職員

です。相談内容や個人情報は守られます。 

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）    

晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら晩秋のひととき、ご一緒にお食事をしながら、、、、

！～！～！～！～    

30 

) 

10:00 より）

 

ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、

アレルギーのある方はご相談下さい

 
回大阪国際音楽コンクー

1位、

回全日本学生音楽コンク

ール東京大会フルート部門高校

 

 

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 

座談会を座談会を座談会を座談会を

    

直接会場にお越しください 

人間関係学部教授 

院長 

多摩消防署警防課救急係長 

水野真紀法律事務所長) 

気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、気になる事、悩み事、    

直接会場へ) 

多摩センター地域 

相談員は社協・包括の職員

 

、、、、    

より） 

ビーフシチュー、ポテトサラダ、パン、 

アレルギーのある方はご相談下さい 


