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原稿締め切り日
10月 1日号… 8月29日㈬
10月15日号… 9月12日㈬
11月 1日号… 9月28日㈮
11月15日号…10月15日㈪

講習・学習会
★資本論第₁巻を読む会　8月24日㈮19:00～
21:00／生活・保健センター／第7篇資本の蓄
積過程／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）
★申請しよう障がい年金　8月25日㈯14:00～
16:00／勤労・青年会館／障害年金を易しく
説明するセミナー※無料相談（先着3人）あ

り／
先着12人／100円（資料代）／早川社会保険労
務士（☎691-7827※13:30～17:30）へ申し込み
★香害（こうがい）を知ろう！学習会　8月25
日㈯10:00から／生活・保健センター／芳香
柔軟剤などの香りで心身の不調をきたす香害
について学習／48人／300円（資料代）／香害
を考える会（☎090-3848-2718）へ申し込み
★産前産後のお灸セルフケア講座　8月29日
㈬10:00～11:30…産後のお灸、13:00～14:00…
産前のお灸／かなざわ助産院（多摩平）／各
1,500円／るんびに（佐伯☎090-1103-0601）
★シニアのための無料パソコン講座説明会　
9月7日㈮13:00から／シニアネットクラブ（多
摩平）／同クラブ（柳下☎080-3176-6240※月
曜～金曜日10:00～17:00）へ申し込み

ごあんない
★楽しい昆虫ウオッチング～夏の夜の林で昆
虫観察　8月18日㈯18:00落川交流センター集
合、20:00同所解散※小雨実施／小学生以下は
保護者同伴／300円※小・中学生100円／懐中
電灯、虫かご、昆虫網など持参／日野の自然
を守る会（森川☎090-2768-7929※19:00以降）
★日野生活と健康を守る会～暮らしの何でも
相談、共同墓地・葬儀、遺言・相続などの相
談　8月21日㈫・28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
★つらい膝・腰・肩の痛み～カイロプラクテ
ィックによる個別相談会　8月24日㈮10:00～
16:00／アフタースクールカフェ（多摩平）／
カイロプラクティック施術体験／8人／1,000
円※飲み物付き／岡戸（☎080-5024-5129）へ
申し込み
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会　8月25日㈯・26日㈰9:00～12:00／
新町交流センター／もちづき会（☎070-5467-
2757）へ申し込み

へ申し込み
★日野市労働者福祉協議会ぶどう狩りバスツ
アー～勝沼ぶどう園　9月22日㈯7:30豊田駅
北口日本生命付近集合、17:30解散／先着30
人／3,500円※小学生以下2,500円、3歳以下無
料（バス座席・昼食なし）／8月17日㈮10:00か
ら日野市職員組合（☎584-2784）へ

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。

 

★中高年から始めるらくらくピアノ　毎月第
1・第3金曜日12:30～14:00／中央公民館な

ど／
楽譜が読めなくても可／中高年の初心者対象
／月3,500円※指導あ

り／原嶋（☎080-6770-4152）
★サザンカの会　毎月第2水曜日9:30～12:00
／中央公民館な

ど／季節に合わせたパン、ス
イーツ、惣菜な

ど／月2,500円～3,000円（材料
費含む）※指導あ

り／岩井（☎583-4995）
★陶芸サークルこだま　毎月1回第3水曜日ま
たは土曜日9:30からと13:30から／会員宅（多
摩平）／食器、インテリアなどの製作／月
3,000円程度／見学歓迎／児玉（☎582-2209）
★俳句サークル～百草俳句会　毎月第2木曜
日13:00～16:00／百草図書館な

ど／初心者歓迎
／月300円（コピー代な

ど）※指導あ
り／植山（☎

090-8087-6689）
★日野ウクレレサークル　毎月第2・第4水曜
日13:30～15:30／中央公民館な

ど／初心者対象
／月2,000円／鈴木（☎583-1007）
★軟式野球日野オークス　毎週月曜・水曜・
土曜日…試合・練習／多摩川グラウンドな

ど／
59歳以上の方対象／見学・1日体験歓迎／費用
など詳細は問い合わせを／戸羽（☎592-0738）
★趣味の絵画クラブ　毎月第2・第4木曜日
10:00～12:00／平山交流センターな

ど／色鉛筆
などで植物、静物、景色などをはがきに描く
／初心者歓迎／月2,500円※指導あ

り／柴田（☎
080-8476-5883）
★日野ハーモニカ・アカデミー　毎月第1・
第3・第4金曜日18:30～20:30／中央公民館な

ど

／ 月3,500円 ※ 指 導あ
り／ 鈴 木（ ☎090-8104-

2229）
★日野二胡サークル　毎月第2・第4土曜日
10:00～12:00／中央公民館な

ど／指導あ
り／初・

中級者対象※初心者歓迎。第2土曜日見学可
／費用など詳細は問い合わせを／小倉（☎
581-7361）
★カントリーラインダンスサークル～セルリ
アンイーグル　月3回金曜日…平山季

すえ
重
しげ

ふれ
あい館な

ど、月3回水曜日…豊田南地区センタ
ーな

ど／10:00～12:00／ 月3,000円 ※ 指 導あ
り。

体験1回無料／青木（☎090-3801-1698）
★日野手品サークル　毎月第2・第4火曜日
19:00～21:00／多摩平の森ふれあい館な

ど／初
心者歓迎／入会金1,000円、月1,500円※指導
あ

り／大塚（☎090-3093-4961）
★日本舞踊～和組　 毎 月 第1・ 第3火 曜 日
13:30～15:30／高幡地区センターな

ど／月2,000
円※指導あ

り／清水（☎585-1218※18:30以降）

★ぬくもりテラス　8月25日㈯13:00～16:30／
南平駅西交流センター※直接会場へ／地域の
人が気軽に出掛け楽しく仲間づくりをする場
／100円／野澤（☎090-4052-5316）
★日野子育てパートナーの会から　▶みんな
のフリマ…8月25日㈯10:00～12:00／万願寺交
流センター／ゲームコ－ナーあ

り▶なかまほい
く説明会…8月31日㈮10:00～11:30／東宮下地
区センター／なかまほいく秋（10月5日～12月
14日の毎週金曜日）の説明会、申し込み／0～
3歳児と保護者対象／12組／4,000円（10回）／
いずれも同会（☎587-6276）へ申し込み
★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　8月26日㈰13:

30～17:00※入退場自由／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）
★ドキュメンタリー映画「OKINAWA₁9₆₅」
上映会　8月26日㈰13:30～15:15、16:00～17:
45／生活・保健センター／1,200円※前売り
1,000円、中・高生500円／平和・民主・革新
をめざす日野懇話会（森住☎591-4293）
★日野精神障害者家族会～南多摩保健所日野
地区担当保健師との懇談会　8月30日㈭13:30
～15:00／福祉支援センター／同会（片岡☎
080-1238-5960）
★鹿島台・三井台・みなみが丘・ガーデン₅₄
自治会合同防災訓練　9月2日㈰10:00～11:30
※雨天中止／鹿島台地区広場／地震体験訓
練、煙体験訓練、初期消火訓練な

ど／ガーデン
54自治会（瀬尾☎594-0737）
★日野柳友会～川柳句会　9月2日㈰13:30～
15:30／多摩平交流センター／経験不問／
1,000円※見学無料／多胡（☎584-5785）
★もぐさだい幼稚園～公開保育　9月4日㈫…
体育指導な

ど、10日㈪…リトミックな
ど／10:30

～11:30※9月11日㈫～10月31日㈬は随時見学
可／同園（百草）／2～5歳児対象／同園（☎
591-1729）へ申し込み
★光塩女子学院日野幼稚園～①₂₀₁9年度入園
説明会②体験保育　①9月8日㈯②11日㈫／
10:30～11:30／同園（程久保）※直接会場へ／
2019年度入園対象年齢児と保護者対象／詳細
は同園 HP  参照／上履き、靴袋持参／同園（☎
592-5526）
★光の家オープンハウス～見えない人のくら
し　9月8日㈯10:00～16:00※入退場自由／東
京光の家（旭が丘）※直接会場へ。車・自転車
での来場可／アイマスク体験（喫茶・卓球）、
点字体験な

ど／同施設（☎581-2340）
★NEWSあれこれクラブ　9月11日～12月25
日の第2・第4火曜日9:30～12:30／社会教育協
会ゆうりか（多摩平）／日々のニュースの問題
を取り上げ話し合う／5,600円（8回）／同協会

（☎586-6221）

美術・音楽
★Ikuyo's�Exhibition水彩画解

げ
夏
げ

　8月17日
㈮～19日㈰13:00～19:00／とよだ市民ギャラ
リー／粕

かす
加
か

屋
や
（☎090-6488-4490）

★第₁₂回イマジンの会絵画展　8月28日㈫～9
月2日㈰10:00～17:00／とよだ市民ギャラリー
／油彩、水彩、アクリル／溝部（☎583-8239）

スポーツ
★都立南平高校～南平高校で楽しくバドミン
トンの実力アップ　10月13日㈯、12月1日㈯
9:00～11:30、12月8日㈯14:30～17:00、15日㈯
13:30～16:00／同校（南平）／バドミントン部
に所属の都内中学2・3年生対象／20人※申込
多数の場合は抽選／800円（保険料）／申込方
法など詳細は問い合わせを／9月21日㈮まで
に同校公開講座担当（☎593-5121）へ

もよおし
★日野台夏まつり　8月18日㈯13:30から、19
日㈰10:30から／日野台公園／みこし・山車
巡行、模擬店、納涼踊りな

ど／日野台自治会（古
瀬☎584-1560）
★ハーモニーから　▶歌声喫茶…8月18日㈯・
25日㈯10:00から…平山交流センター、22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…17日㈮
10:30から▶②英語で歌おう…18日㈯11:00か
ら▶③女性コーラス…22日㈬・29日㈬12:30
から▶④オカリナを楽しむ会…25日㈯14:00
から▶⑤サロンライブ…26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）
★あかいやね～①食べ物Ｑ＆Ａ②チームまじ
ょ朗読劇　①8月23日㈭②30日㈭／11:00から
／同施設（程久保）／子育て中の親子対象／同
施設（☎594-7841）
★カナリアの会　8月23日㈭10:30～11:45／七
生福祉センター／季節の歌、童謡、唱歌など
を歌う※ピアノ伴奏あ

り／500円※指導あ
り／飲

み物持参／古沢（☎592-0203）
★懐かしい歌・歌おう会　8月24日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、9月7
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）
★第₇回下田自治会ふれあいフェスタ　8月25
日㈯15:00～19:00／万願寺中央公園※雨天の
場合は万願寺交流センター／地域交流祭り

（盆踊り、ライブな
ど、出店多数）／山口（☎

584-3156）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　8月26
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　8月26日㈰13:30～16:00／新町交
流センター（多摩平）※直接会場へ／500円／
同会（山内☎090-8779-5338）
★歌声笑サロン東町　8月27日㈪13:30～15:00
／東町交流センター／昭和の歌を歌い、仲間
づくり／300円／槇島（☎080-6537-5692）
★たかはた北保育園～誕生会　8月29日㈬10:
00～11:00／同園（高幡）／同園（☎591-5003）

紅葉や秋の味覚が楽しめる！八ヶ岳高原大成荘へ
2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン

水の郷日野ビジョン450設立シンポジウム～
「水の郷日野」を次世代に引き継ごう!

期間 9月2日㈰～平
成31年3月31日㈰宿
泊分※休前日と年
末年始期間を除く
問  大成荘（☎0120
-4

よ や く

89-5
ごあんない

71※9:00～
19:00）

水辺のある風景日野50選ガイドツアー

日程 9月1日㈯ 集合 9:00平山城址公園駅、
12:00東豊田公園解散 コース 平山橋～豊
田用水取水口～豊田用水上流～ハケ下の
別荘～八幡神社下湧水～カワドのある家
～用水沿いの黒塀の家～清水堀と旧道の
まち並み 対象 3㌔以上歩ける小学生以上
の市内在住者※小学生は保護者同伴 
定員 申込制で先着20人 申込 8月20日㈪か
ら電話 問 緑と清流課（☎514-8309）

1009558ID

　子供たちへの環境教育活動などを行っている「みずとくらす・ひの」と共
催で「水辺のある風景日野50選」を巡るガイドツアーを開催します。今回は、
豊田用水周辺の水辺を訪れます。

▲中央図書館下湧水

モーツァルト「レクイエム」
藝術文化の薫るまちコンサート

発売日 9月1日㈯ 費用 S席3,000円、A席
2,000円、高校生以下1,000円※全席指
定 チケット販売 ひの煉瓦ホール、七生公
会堂、イープラス その他  未就学児の
入場不可。保育あり（11月30日㈮までに
申し込み）
▶藝術文化の薫るまちコンサート
日時 12月9日㈰15:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 内容 モーツァルト

1009546ID

1009562ID

1001076ID

　日野用水は昨年開削450周年を迎
え、記念誌を発行するとともにシン
ポジウムを開催しました。その際に
満場一致で承認された「共同宣言」を
推し進め、みんなの力で「水の郷日
野」を次世代に引き継ぐため、シン
ポジウムを開催します。ぜひ、ご参
加ください。
日時 9月8日 ㈯ ①9:30～12:00②13:00

～16:00 会場 新町交流センター 内容 
①座学「もっと知りたい 日野用水」、
共同宣言実現に向けてのプロジェク
トチーム報告②散策「歩こう日野用
水」 講師 小坂克信氏（立川市文化財
保護審議会委員） 定員 申込制で先着
①50人②30人※①または②のみの参
加も可 申込 8月20日㈪から電話 問 
緑と清流課（☎514-8309）

9月1日から
チケット
販売

₂人だけでの宿泊でも追加料金不要

作曲「レクイエムニ短調K.626」など 
出演 仲田淳也氏（指揮）、佐藤美枝子氏

（ソプラノ）、谷口睦美氏（メゾソプラ
ノ）、村上敏明氏（テノール）、田中大揮氏

（バス）、TAMA21交響楽団（管弦楽）、
コーラルファンタジーinひの（合唱）
問 藝術文化の薫るまち㏌ひの実行委
員会（☎090-9970-0340※日曜・月曜・
木曜日を除く）
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