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新しくなった連光寺コミュニティ会館・TOM HOUSEにお越しください

2022年（令和4年）8月5日号 たま広報

19日㈮までnすてきな工作など楽しい
夏の思い出づくり 備考 土曜日を除く
〔共通事項〕

ゆう桜ヶ丘桜ヶ丘児童館☎（３３8）７122

miは各館へ

●水道キャラバン2022d８月31日㈬

※対象の記載がないものはどなたで

午前11時～11時30分t未就学児c15

も。未就学児は要保護者同伴

組
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けやきっず一ノ宮児童館☎（３７５）４６４３

つ水道の話m電話または直接、桜ヶ

●JUMP-JAMd８月20日㈯午後３

丘児童館へ
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● 夏 の 親 子 工 作 イ ベ ン ト「貝 殻 で

●らくがきART＆水風船であそぼ

フォトフレームをつくろう」
d８月

う!d８月23日㈫午後２時～４時n

26日㈮・27日㈯午後２時～３時・３

チョークでらくがき後、水風船で遊

時～４時・４時～５時bテラスc各

ぶ 備考 濡れてもいい服で。雨天時

10人（申し込み先着順）m電話または

は８月24日㈬に順延

直接、唐木田児童館へ

とも～る永山児童館

あいらんど愛宕児童館☎
（３７３）
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シリーズ
№54
サマータイムヴェルディ開幕！
ファミリーパーク（味の素スタジアム内）に子どもたちが楽しめる巨
大遊具を設置し、周りには保護者も楽しめる縁日ブースを出展予定で
す。他にも、さまざまな種目のスポーツ体験会や中央大学和太鼓サー
こおう

クル鼓央によるパフォーマンスも実施します。東京ヴェルディを応援
して、味の素スタジアムで夏を体感しましょう！
d①８月６日㈯②21日㈰、各午後6時試合開始b味の素スタジアム
（調布市西町376－３）対戦相手 ①V・ファーレン長崎②ヴァンフォー
レ甲府i東京ヴェルディ☎044（946）3183、市役所スポーツ振興課☎
（338）6954

児童館のリニューアルオープン

●日本の伝統文化に親しもうd８月
27日㈯午後２時～４時n百人一首・

169

●コスモ連光寺児童館

俳 句 カ ル タ・け ん 玉・工 作c12人

８月24日㈬～31日㈬は引っ越しの

（申し込み先着順）
m電話または直接、 ため臨時休館します。

～百貨店をかたる偽通販サイトに注意～

愛宕児童館へ

住所 連光寺3－57－1

コスモ連光寺児童館☎080（７990）20７1

・リニューアルオープンデー

●移動児童館
「ひ じ り 館 で あ そ ぼ

「SNSで『百 貨 店 の 支 店 閉 店

偽サイトは非常に巧妙に作ら

d９月１日㈭～３日㈯午前９時～午

のため高級ブランド品を格安販

れていて、百貨店のロゴマーク

う!」
d８月16日㈫午後２時30分～４

後６時i連 光 寺 児 童 館〔8月31日 ま

売』という広告を見つけた。300

があっても本物とは限りません。

時30分bひじり館ホールn児童館が

で＝☎080（7990）2071、9月1日から

万円の高級腕時計が3万円にな

業者の名称・住所・電話番号な

たくさんの遊具を持って聖ヶ丘地域へ

＝☎
（338）5881〕

っていた。大手百貨店なので信

どをよく確認してください。電

ビーボ東寺方児童館

●TOM HOUSE落合児童館

用して注文したところ、粗悪品

話番号で検索したり、その百貨

が届いた」という相談が続いて

店のホームページで注意喚起し

います。

たりしていないかも調べましょう。

トム

☎
（３３8）
５88３

ハウス

●工作月間～ペーパークラフトでア

開館準備のため、８月15日㈪まで

イヌ文化体験～d８月31日㈬までt

休館し、16日㈫からTOMHOUSE

小学生以上nペーパークラフトでア

で開館します。

イヌと関わりが深い動物や建物を作

「販売価格が極端に安い」
「他

相談日 月～金曜日、第１・３土曜

住所 落 合６－５ 備考 ８月９日 ㈫・

では手に入らない商品がある」

日
（第１・３木 曜日、祝日・年 末

ろう！

10日 ㈬ の 午 前９時 ～ 午 後５時 は

は偽サイトの典型的な手口です。 年 始を除く）相談時間 午 前９時

ヴィヴァ－チェ諏訪児童館☎（３７５）0991

TOMHOUSEで開館i落合児童館

●ほぼ！まいにちじどうかんd８月

☎（371）5955

新しくなった

ト

ム

ハ

ウ

うまい話はまず疑い、少しで

30分～正午・午後1時～４時i

も不審な点があれば購入をやめ
ス

連光寺コミュニティ会館・TOM HOUSEに
iコミュニティ・生活課☎（338）6828
お越しください

●連光寺コミュニティ会館
〔9月1日㈭オープン〕
やかた

「だれもが、いつでも、気軽に利用できる館～歴史ある連光寺～」
をコン
セプトに、老人福祉館からコミュニティ会館にリニューアルオープンします。
i8月31日㈬まで＝コミュニティ・生活課、9月1日
㈭から＝連光寺コミュニティ会館☎
（372）1666
◦施設の概要
住所 連光寺３－57－１ 貸室利用時間 午前９時30分～
午後９時30分 ラウンジ利用時間 午前９時～午後６時（日曜日・祝日を除く）
窓口受付時間 午前９時30分～午後５時
（日曜日・祝日を除く）休館日 毎月
第２・４月曜日、年末年始 備考 連光寺児童館併設
◦貸室の利用 利用開始日 ９月５日㈪
諸室

定員

午前（9:30～
13:00）

使用料
午後（13:00～
17:00）

会議室1

38人

260円

300円

330円

会議室2
和室

32人
6人

240円
80円

270円
90円

310円
100円

夜間（17:00～
21:30）

利用用途など
会議・軽い運動など
可。会議室2と同時貸
し出し可
調理機器あり
ほんむら

・利用説明会 d８月６日㈯午前10時～11時30分b連光寺本村集会所（連
光寺2－27－16）
・団体登録受け付け d８月23日㈫～25日㈭午前10時～正午、午後1時～
3時bラウンジ
・施設予約抽選会 d８月27日㈯午前10時＝９月分、午後２時＝10月分、
９月１日㈭午前10時＝11月分b会議室1・2
◦リニューアルオープンデー（内覧会）
d９月１日㈭～３日㈯午前９時～午後６時（２階の見学は午後５時まで）n
館内を自由に見学可m当日直接会場へ

ましょう。

消費生活センター（ベルブ）☎
（374）9595

●TOM HOUSE〔９月３日㈯リニューアルオープン〕

iTOMHOUSE☎（371）8806
◦施設の概要
住所 落合６－５ 開館時間 午
前９時～午後９時30分 休館
日 第１・３火曜日、年末年
始 備考 落合児童館併設
◦貸室の利用
利用開始日 ９月４日㈰ 備考 団体登録・
施設予約については、要問い合わせ

使用料
ホール・
区分1（9:30 区分2（11:30 区分3（13:30 区分4（15:30 区分5（17:30 区分6（19:30
諸室
～11:30）
～13:30）
～15:30）
～17:30）
～19:30）
～21:30）
ホール
各区分620円
会議室1
各区分240円
会議室2
各区分110円
調理室
各区分230円
工作室
各区分220円
音楽室1
各区分380円
音楽室2
各区分260円

◦内覧会
接会場へ

d９月３日㈯正午～午後４時n館内を自由に見学可m当日直

d日時・日程・期間 b場所 t対象 c定員 s費用（記載のないものは無料） n内容 m申し込み i問い合わせ URL ホームページアドレス
市主催の催し物などは、変更・中止する場合があります。事前に主催者にお問い合わせいただくか、ホームページなどでご確認ください。

