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11月 1日号… 9月28日㈭
11月15日号…10月13日㈮
12月 1日号…10月31日㈫
12月15日号…11月15日㈬

講習・学習会
★中国語会話体験講座
9月17日㈰、10月1日㈰・15日㈰ 10:10～12:30／
百草図書館／中国語が多少話せる方対象／先
着15人／ニーハオ会（水橋☎070-5592-8285）へ
申し込み
★親子で参加できる7カ国語で話そう～ワー
クショップ
9月18日㈷・22日㈮ 10:00～12:00／市民の森ふ
れあいホール／多言語で踊ったりことばをま
ねる／0歳から参加可／各日15組／福田（☎
080-1112-2961）へ申し込み
★女声合唱団マーキュリー～金子みすゞ合唱
無料講習会
9月20日㈬・27日㈬ 10:00～12:00／関戸公民館

（多摩市）※直接会場へ／金子みすゞ作品の練
習／川妻（☎090-3814-8948）
★旭が丘女声合唱団無料体験講座
9月20日㈬・27日㈬ 14:00～15:00／勤労・青年
会館／北の国から／宇賀神（☎090-6038-2708）
★資本論第1巻を読む会
9月22日㈮ 19:00～21:00／生活・保健センター
／「機械設備と大工業」第8節「大工業による
マニュファクチュア、手工業、および家内工
業の変革」を読む／初めての方歓迎／30人／
1,000円※大学生500円、高校生無料／資本論第
1巻持参／北村（☎090-9953-2458）
★東京薬科大学～公開講座と薬用植物園見学会
9月30日㈯ 13:00から／同大学（八王子市）／申
込方法など詳細は同大学 HP 参照／同大学学務
課（☎042-676-7306）
★国際クッキング～フィリピンの家庭料理を
ご一緒に
10月1日㈰ 10:00～13:00／中央公民館／アドボ、
ピナクベットな

ど／ 20人／ 800円／日野国際友
好クラブ（中西☎592-2415）へ申し込み
★誰でも出来る！パソコン年賀状学習会
①10月の毎週水曜日14:00～15:30 ②11月1日～
22日の毎週水曜日10:00～11:30／えんこらしょ
事務室（豊田駅北口）／①②各先着3人／ 5,000
円（4回）／岩崎（☎592-9793）へ申し込み
★シニアにやさしいiPad・iPhone入門講習会
10月11日から毎月第2・第4水曜日10:00～11:30

（12回）／中央福祉センター／8人／1回1,500円
／iPadの貸し出しあ

り／日野iPad研究会（石塚

円／9月22日㈮までに多摩ブランド国際化推進
会（☎582-8691)へ
★合唱団あざみの花（混声）公開練習
9月24日㈰ 10:00～12:00 ／東部会館※直接会場
へ／てぃんさぐぬ花、さとうきびばたけな

ど／
川妻（☎090-3814-8948）
★発達が気になるお子さんの学校・工芸技能
学院～個別教育相談会・ちょこっと体験授業
9月24日㈰ 10:00～12:00／同学院（落川）／同学
院（和田☎592-4353）へ申し込み
★日野の自然を守る会から
▶植物ウオッチング～多摩川上流・古

こ
里
り

から
鳩ノ巣渓谷…9月24日㈰ 7:40ＪＲ青梅線立川駅2
番ホーム最前部集合、14:30鳩ノ巣駅解散※雨
天中止／ 300円※小・中学生100円／弁当、飲
み物など持参／同会（須田☎03-3956-1286）▶
より鳥みどり観察会～城山・日影沢…9月30日
㈯ 8:00高尾駅北口集合、16:00同所解散※雨天
中止／ 300円※小・中学生100円／筆記用具、
双眼鏡など持参／同会（小久保☎090-4532-
2553※19:00以降）▶宿泊ハイキング～八ヶ岳
高原の自然…10月7日㈯ 7:00 JR八王子駅北口
郵便局前集合、8日㈰18:00同所解散／先着20人
／16,000円※会員15,000円／同会（山本☎042-
621-0934※19:00以降）へ申し込み
★不登校を考える親と子の会
9月24日㈰ 13:30～16:30／市民の森ふれあい
ホール／相談、交流、お役立ち情報な

ど／大森（☎
090-3530-4122）
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フ
リースペースT

と
OM

も
Oへどうぞ

9月24日㈰ 13:30～17:00 ／多摩平一丁目地区セ
ンター／100円／ボランティアグループこすも
す（☎589-4399）
★Komorebi yoga（こもれびヨガ）
①9月26日㈫11:30～12:30②27日㈬10:30～11:
30③30日㈯10:30～11:30④12:00～13:00／SHEEP 
DOG（豊田）／①産後ヨガ※子供同伴可②むく
みス ッ キ リ ヨ ガ ③ 骨 盤 調 整 ヨ ガ ④ マ タ ニ
ティーヨガ／初心者・男性歓迎／1回1,500円／
渡邊（☎070-1562-7224）
★玉川上水の清流を辿る・羽村の堰～水喰土
～拝島
9月29日㈮ 10:00ＪＲ青梅線羽村駅改札口前集合
※小雨実施／先着25人／400円／三鷹の歴史研
究会（神谷☎581-5368）へ申し込み
★もぐさだい幼稚園～平成₃0年度入園説明会
9月29日㈮ 15:00～16:00／同園（百草）／平成24
年4月2日～平成27年4月1日生まれの未就園児
親子対象／同園（☎591-1729）へ申し込み
★10月1日㈰～ 7日㈯は公証週間～公証役場
で無料公証相談開催
詳細は最寄りの公証役場に問い合わせを／立
川公証役場（☎042-524-1279）、八王子公証役
場（ ☎042-631-4246）、 多 摩 公 証 役 場（ ☎042-
338-8605）
★大人のぬり絵無料体験
10月6日㈮、11月10日㈮ 10:00から／中央公民
館高幡台分室※直接会場へ／清水（☎090-
5307-6108）

☎070-5556-5441）へ申し込み
★個人事業主のための複式簿記講習会～青色
申告特別控除65万円をめざして
10月16日㈪～18日㈬・23日㈪～25日㈬ 10:00～
12:00／日野青色申告会館（上田）／20人／4,000
円（6回）※会員2,000円／日野青色申告会事務局

（☎584-1188）へ申し込み

ごあんない
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会
9月17日㈰ 9:00～12:00／新町交流センター／行
政書士・望月（☎070-5467-2757）へ申し込み
★ベーゴマの日
9月17日㈰13:00から／新坂下公園※直接会場へ
／貸しベーゴマ・初心者指導あ

り／ひのベーゴ
マクラブ（☎080-5470-8944※夜間）
★日野・平和のつどい
9月18日㈷ 14:00～16:00／生活・保健センター
／原水爆禁止世界大会報告、講演「原発を止め
るために、福島と心ひとつに」／300円（資料代）
／新日本婦人の会日野支部（☎583-4773）
★日野生活と健康を守る会から
▶暮らしの何でも相談、共同墓地・葬儀、遺
言・相続、教育、労働などの相談…9月19日㈫・
26日㈫ 10:00～12:00／ゆのした市民交流セン
ター（日野本町）／大木（☎080-8722-2296）へ申
し込み▶小・中・高生の勉強会…9月の毎週
木曜日…日野教室、毎週水曜日…豊田教室／
17:00から／月700円※保護者は要入会／安藤

（☎080-3016-7991）へ申し込み
★₆0歳からの介護予防
①9月19日 ㈫13:30～15:30②26日 ㈫10:30～11:30
／新井団地9号棟横集会室／①活脳レクあそび
＆茶話会 ②ひの筋体そう／①200円／レモン倶
楽部（浜田☎090-7949-0102）
★健康で元気に過ごすために始めましょう～
ミセス体操
9月20日㈬・27日㈬…万願荘地区センター、21
日㈭・28日㈭…勤労・青年会館、25日㈪…落
川都営住宅地区センター／10:00～11:30▶①マ
マも筋力up＆ストレッチ②親子で楽しく遊
びましょう…9月22日㈮・29日㈮ ①10:00から 
②11:15から／新井地区センター／いずれも3B
体操（倉橋☎090-5999-6628）へ申し込み
★遺言（遺言書の書き方）・相続・成年後見・
その他暮らしの無料相談会
9月21日㈭10:00～12:00／平山交流センター／
相続・遺言を考える会（飯田☎090-8564-5208）
★日野・市民自治研究所～真柴哲子氏講演「絵
の旅～割りばしで描く世界旅行」
9月23日㈷ 14:00～16:00／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／ 500円（資料代）／同研究所

（☎589-2106）
★外国人と英語で歩くHistory＆Samurai 
walking w/Shinsengumi
9月24日㈰ 8:50日野駅集合／八坂神社、日野宿
本陣、新選組のふるさと歴史館などを歩く～
Half day、English guide／2,000円※学生1,500

★にじをかけようコンサート～参加者募集
11月26日㈰ 14:30から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／10人／参加費など詳細は問い合わせを
／Singing Rainbow（シンギングレインボー）

（関口☎080-5145-5200）
★青い鳥バザー～日野市手をつなぐ親の会
10月15日㈰にあおいとり日野（東平山）で開催
するバザーに新品衣料、タオル類、食器など
の提供を※取りに伺います／サン3ショップ高
幡（福島☎594-3146）
★はくちょうまつり～バザー品募集
新品の衣料、石鹸、タオル、シーツなど※食
器類は不可。取りに伺います／おおぞらはく
ちょう（☎584-8700）

もよおし
★ひのミュージックフェス
9月18日㈷ 11:00～17:00／日野中央公園／音楽
イベント／南平地区社会福祉協議会（仲田☎
080-6523-4109）
★杉野幼稚園～園庭開放
9月20日㈬ 13:30～15:30※雨天中止／同園（百
草）※直接会場へ／同園（☎591-3515）
★懐かしい歌・歌おう会
9月22日㈮…特別養護老人ホームマザアス日野

（万願寺）、10月6日㈮…小規模多機能ホームさ
かえまち／10:30～11:50／1回500円／音楽療法
士・小原（☎593-0573）
★①スミレダンスパーティー ②サクラダン
スパーティー
①9月23日㈷ ②10月1日㈰ 13:30～16:00／新町
交 流 セ ン タ ー ／500円 ／ 渡 辺（ ☎090-2447-
2329）
★童謡と唱歌を歌う～つぼみ
9月23日㈷ 13:30から／勤労・青年会館※直接
会場へ／おおむね60歳以上対象／500円※コー
ヒー付き／市之瀬（☎080-6540-6571）
★歌声まある～歌声喫茶
9月24日㈰ 13:00～16:00 ／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／ 600円※お茶付き／江上

（☎090-5564-9818）
★日野四季の会～ダンスパーティー
9月24日㈰ 13:00～16:00／新町交流センター／
500円※飲み物付き／川畑（☎070-6644-2729）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
9月24日㈰ 15:00～16:00／多摩平図書館※直接
会場へ／日野おはなしの会（田島☎583-0896）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
9月24日㈰ 13:30～16:00／ひの社会教育セン
ター（多摩平）※直接会場へ／500円／同会（山
内☎090-8779-5338）
★カナリアの会
9月24日㈰ 13:30～14:45 ／七生福祉センター／
季節の歌、童謡／ 500円※指導あ

り／飲み物持
参／古沢（☎592-0203）
★ハーモニーから
▶歌声喫茶…9月30日㈯ 10:00から…平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館、27日㈬ 14:00から…サロン・ド・

ハーモニー（南平）▶①斎藤由恵の発声とリズ
ム体操…15日㈮10:30から▶②英語で歌おう…
16日㈯ 11:00から▶③女性コーラス…20日㈬・
27日㈬ 12:30から▶④オカリナを楽しむ会…
30日㈯ 14:00から▶⑤サロンライブ…24日㈰ 
14:00から／いずれも①～⑤サロン・ド・ハー
モニー（南平）／費用など詳細は問い合わせを
／同会（久木田☎070-5023-2012）
★日野台健康まつり
9月30日㈯ 13:30～16:00／日野台公園、日野台
地区センター／太極拳教室、健康チェックな

ど

／石塚（☎581-6175）
★光塩女子学院日野幼稚園～運動会
10月7日㈯ 9:00～12:30※雨天の場合は9日㈷／
同園（程久保）※直接会場へ／未就園児競技あ

り

／未就園児対象／同園（☎592-5526）
★日野市囲碁大会
10月7日㈯ 9:00～16:30／中央福祉センター／個
人戦3クラス／先着90人／1,500円※昼食付き／
9月27日㈬までに日野市囲碁連盟（河野☎583-
2552）へ
★中央大学～白門祭フリーマーケット出店者

（出店料無料）募集
11月4日㈯ 10:00～16:00／同大学（八王子市）／9
月14日㈭～10月19日㈭に同大学生協組織委員
会プロジェクトコープ（垣内☎042-674-3085※
平日11:00～17:00）へ

美術・音楽
★日野アクリエ会作品展
9月19日㈫までの10:00～20:00／京王聖蹟桜ヶ
丘SC5階ブリッジギャラリー（多摩市）／鹿島

（☎584-8079）
★五感の服展
9月19日㈫～24日㈰ 11:00～19:00／ギャラリー
＆カフェ大屋（日野本町）／洋服、コート、ベ
ストな

ど／同カフェ（☎587-8563）
★新レゾンダ絵画展
9月19日㈫～24日㈰ 10:00～17:00※24日は16:00
まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、水彩な

ど

／松澤（☎591-3495）
★フォトサークルであい写真展
9月21日㈭～24日㈰ 10:00～17:00※21日は13:00
から、24日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／髙木（☎843-3059）
★東京光の家から
▶光バンドチャリティーコンサート「愛のサ
ウンドフェスティバル～ Life」（要申込）…9月
23日㈷ 15:00～17:00／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／2,000円▶チャリティーバザー…10月9日
㈷ 10:00から／旭が丘東公園／いずれも同施設

（☎581-2340）
★男声合唱団エルデ定期演奏会～あなたの笑
顔が見たくて・東日本大震災復興支援
10月1日㈰ 13:30から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／アメリカンポップ、日本抒情歌な

ど／1,000
円※全席自由／山本（☎090-4849-6936）
★三多摩童謡ファミリーコンサート
10月15日㈰ 13:30から／パルテノン多摩（多摩

市）／ 2,000～3,300円※割引制度あ
り／多摩童謡

友の会（☎042-375-8558）

スポーツ
★シニアテニス～ダブルス講習会
10月6日㈮ 9:00～13:00（予備日20日㈮）、11月10
日㈮ 10:00～14:00（予備日17日㈮）／旭が丘中
央公園／元

げんじ
治（☎584-1840）へ申し込み

★ゴルフ基礎・基本講座
10月7日～11月7日の月曜・火曜・土曜日10:00
～11:30※週1回5講座、振替受講可／旭が丘ゴ
ルフクラブ／成人対象／5人／13,000円※無料
貸し出しクラブあ

り／平山（☎090-2414-6604）
へ申し込み

会員募集
先着順で掲載します。2度目以降の掲載は
前回掲載日の3カ月後から受け付けます。

★民謡江差追分研究会
毎月第3土曜日13:00～15:00／中央福祉センター
な

ど／カラオケ尺八の前奏で唄う／初心者歓迎
／5人／月500円※指導あ

り／須藤（☎583-7612）
★ほほえみ絵画を描く会
毎月第1・第3日曜日13:00～16:00／会員宅（日
野）／ 60歳以上の方対象／4人／1回500円／太
田（☎080-8029-2047）
★歌謡サークルひまわり～健康カラオケ
毎月第2・第4土曜日13:30～16:00／南平駅西交
流センターな

ど／女性初心者歓迎／15人／月
1,500円※指導あ

り／吉見（☎592-3130）
★ボーイスカウト日野2団
月2回日曜日／ビーバースカウト／小学1・2年
生対象※女子も歓迎／来年度1年生見学・体験
歓迎／石塚（☎080-5502-4819）
★多摩男声合唱団～愉快な仲間として一緒に
素晴らしい合唱つくりをしませんか！
毎週日曜日17:30～20:30／ゆう桜ヶ丘コミュニ
ティセンター（多摩市）／月3,000円／見学歓迎
／宮林（☎042-371-6315）
★わかばハーモニカ・アカデミー
毎月第2・第4木曜日10:00～12:00／中央公民館
な

ど／月3,000円※個別指導あ
り／小

お
名
な

木
ぎ
（☎042-

665-9322）
★かわせみ俳句会
原則毎月第3木曜日9:30～12:00／勤労・青年会
館な

ど ／月1,000円※合評・指導あ
り ／岡本（☎

582-1606）
★ピュア豊田ダンスサークル
毎週金曜日13:00～15:30／平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館
な

ど／自主練習あ
り／男性経験者対象／入会金

1,000円、月3,000円※プロの指導あ
り／小川（☎

080-5432-4974）
★かわせみハーモニカ・アカデミー
毎月第2・第4木曜日13:00～15:00※第1・第3木
曜日は自主練習日／中央公民館な

ど／見学歓迎
／ 月3,000円 ※ 指 導 あ

り ／ 坂 本（ ☎090-7827-
5157）

広報　　　　第1407号　29.9.15 1213 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎

み
ん
な
の
メ
モ
帳

み
ん
な
の
メ
モ
帳




