
みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
8月 １日号… 6月26日㈮
9月 １日号… 7月28日㈫

講習・学習会
★成年後見制度説明会・相談会　6月9日㈫・
23日㈫10:00～12:00／多摩平の森ふれあい館
／個別相談あ

り／成年後見サポートひの（☎
594-9085）へ申し込み
★市民による社会・経済研究会～2020年度テ
ーマ「平成経済の構造」　6月27日㈯14:00～
16:00／平山交流センター／グローバリズム
と第3の道／1,000円／増田（☎585-1585）
★英語おしゃべりクラブ～オンラインレッス
ン「外国人おもてなし初級英語と世界を知る
講座」　6月27日から隔週土曜日13:30～15:30
／Zoomを使用／5人／15,000円（10回）／6月
24日㈬までに同クラブ（☎582-8691）へ
★ケア・センターやわらぎから　▶介護福祉
士実務者研修（通信）…通信学習（eラーニン
グな

ど）…7月1日㈬～10月31日㈯、スクーリン
グ…11月1日～12月13日の日曜日9:00～17:30
／同センター（立川市）／15人／78,200円～
84,080円※テキスト代含む。eラーニング希
望者は別途1,650円必要▶介護職員初任者研
修（通学）…7月22日～8月27日の火曜日を除く
月曜～土曜日（20日間）、実習4日間／同セン
ター（立川市）／24人／57,124円（テキスト代
含む）／いずれも申込方法など詳細は問い合
わせを／同センター（井上☎042-523-3552）

ごあんない
★発達相談　6月の月曜～土曜日10:00～19:00
※1回45分／ひの・I-BASYO（旭が丘）／言語、
摂食などについて言語聴覚士による発達相談
／保護者対象／1回1,000円／同施設（宮崎☎
514-9813）へ申し込み
★ヨガサークル　6月の①毎週月曜日（29日を
除く）②毎週金曜日／10:00から／①平山交流
センター②カルチャールーム百草（百草）／①
20人②10人／1回500円※指導あ

り／秋山（☎
090-5982-1753）へ申し込み
★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・相続な
どの相談…6月2日㈫・9日㈫・16日㈫・23日㈫・
30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…6月3日㈬・
10日㈬・17日㈬・24日㈬…豊田教室（豊田駅
南口）、4日㈭・11日㈭・18日㈭・25日㈭…日
野教室（日野駅周辺）／17:00～19:00／月700円
※保護者は要入会／安藤（☎080-3016-7991）
へ申し込み

★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科　6月の毎週土曜日10:30～17:00／
尾崎ビル2階（立川駅北口）／あがり方の分か
る方対象※中高齢者歓迎／1日2,200円／尾﨑

（☎090-5999-1033）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　6月7日㈰・14日㈰・28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
★がんカフェひの　6月10日㈬10:00～12:00／
市立病院／交流、おしゃべり、情報交換な

ど／
酒井（☎080-1144-2448）
★「ギリシア神話」と「旧約聖書」　6月11日㈭・
25日㈭、7月9日㈭10:00～12:00／社会教育協
会（多摩平）／6,110円（3回）※教材費600円別
途必要／同協会（☎586-6221）へ申し込み
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　6月13日㈯13:30～16:00／
愛隣舎ホール（多摩平）※直接会場へ／300円
／林（☎090-7901-4301）
★日野・市民自治研究所～消費税増税・米中
貿易摩擦・コロナ危機—日本経済の今とこれ
から　6月13日㈯14:30～16:30／ゆのした市民
交流センター（日野本町）※直接会場へ／30人
／500円／同研究所（☎589-2106）
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除　
6月14日㈰6:00京王線高幡不動駅南口バス停
付近集合、7:00解散／小学生以上対象／軍手
持参／惟

これ
住
ずみ
（☎594-7730）

★癒やしのパステル画を描く会　6月14日㈰
14:00～15:30／多摩平の森ふれあい館／荒川

（☎080-6643-6952）
★日野精神障害者家族会～家族相談　6月18
日㈭13:00からと15:00から／ひの市民活動支
援センター／家族・当事者対象／同会（☎
080-1238-5960）へ申し込み
★婚活テラスTAMA～今どきの出会い方と
結婚　仲人と話そう！婚活・お悩みあれこれ
6月28日㈰14:00～16:00／PlanT（多摩平の森
産業連携センター）／イベント情報、恋愛相
談／独身者・親対象／10人／500円※茶菓子
付き／山中（☎090-1733-6661）へ申し込み
★東京光の家～10月11日㈰開催第43回チャリ
ティーバザー①提供物品募集②ボランティア
募集　①日用品、文具、新品同様の衣類・雑
貨な

ど②利用者ヘルパー、売り場スタッフ／
詳細は問い合わせを／同施設（☎581-2340）

もよおし
★あかいやね～①さつまいも苗植え②歌のコ
ンサート③よっちゃんのニコニコシアター④
心に沁みる本の朗読　①6月3日㈬・4日㈭②8
日㈪③16日㈫④25日㈭／11:00から／同施設

（程久保）／子育て中の親子対象／①軍手持参
／同施設（☎594-7841）

★日野子育てパートナーの会～みんなのはら
っぱ万願寺から　▶子育て講座「スマホ・テ
レビと乳幼児～なにがよくない？�こうした
らいい！」（要申込）…6月4日㈭10:30～11:45
／乳幼児と保護者対象▶小児科専門医　中村
敬先生の子育て健康相談…6月11日㈭10:30～
11:45／乳幼児の保護者対象▶おしばい「きん
ぎょがにげた」（要申込）…6月15日㈪11:00～
11:30／0～3歳の乳幼児と保護者対象／25組
／500円（親子券）／いずれも万願寺交流セン
ター／同会（☎587-6276）
★杉野幼稚園から　▶いっしょに体操をしま
しょう！…6月8日㈪9:45～11:00／上履き持参
▶園庭開放…6月24日㈬12:00～14:30※雨天中
止／いずれも同園（百草）※直接会場へ／同園

（☎591-3515）
★歌で楽しむ元気会　6月10日㈬10:30～11:30
／七生福祉センター／季節の童謡・唱歌、歌
体操な

ど／おおむね65歳以上対象／500円※指
導あ

り／小川（☎594-9960）
★朗読会「愛、深き淵よりーその②」（星野富
弘著）　6月13日㈯14:00～15:00／日野南平キ
リスト教会（南平）／永井（☎593-0753）
★南平駅西交流センター運営委員会～村上先
生と楽しく歌う会　6月13日㈯13:30～15:30
／同センター／500円／内川（☎592-5284）
★ハーモニーから　▶歌声喫茶…6月13日㈯
10:00から…中央福祉センター、20日㈯・27
日㈯10:00から…平山交流センター▶①アコ
ーディオン＆歌声…4日㈭14:00から▶②女性
コーラス…3日㈬・10日㈬・17日㈬・24日㈬
12:30から▶③書道…10日㈬10:00から▶④英
語で歌おう…6日㈯・20日㈯11:00から▶⑤オ
カリナを楽しむ会…13日㈯・27日㈯14:00か
ら▶⑥大村剛士を囲む会…7日㈰14:00から／
いずれも①～⑥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）
★スプリングダンスパーティー　6月14日㈰
13:20～16:00／新町交流センター／500円／渡
辺（☎090-2447-2329）
★光塩女子学院日野幼稚園から　▶入園説明
会…6月16日㈫10:30から／未就園児と保護者
対象▶園庭開放…6月30日㈫10:30から／未就
園児と保護者対象／いずれも同園（程久保）／
詳細は同園 HP  参照／同園（☎592-5526）
★うたごえinひの①昭和歌謡カラオケをみ
んなで一緒に歌う会②歌声喫茶　6月21日㈰
①10:00～12:30②13:30～16:30／ ゆ の し た 市
民交流センター（日野本町）／①500円②1,000
円※お茶付き／江上（☎090-5564-9818）

スポーツ
★日野市ソフトテニス連盟～日野選手権大会
7月5日㈰9:00～17:00※予備日9月13日㈰／多

「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で
厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

公民館の催し
加藤桃子女流棋士を招
いて将棋教室
� 1014026ID
会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日程 7月8日
㈬ 内容 15: 
00から…将
棋講義、16: 
00から…多
面差し 講師 
加藤桃子女
流三段（5月
18日 現 在 ） 
対象市内在
住・在勤・在学者 定員 多面差
しは小・中学生10人程度 その他 
見学は申し込み不要、詳細は市 
HP  またはお問い合わせを 申込 
6月3日㈬9:00から電話または来
館

第24回ひのアートフェ
スティバル出店者募集
� 1014131ID
問 中央公民館（☎581-7580）

　8月22日㈯・23日㈰10:00～20: 

00に仲田の森蚕
さ ん

糸
し

公園で開催す
るひのアートフェスティバルの
屋外でのフリーマーケット出店
者と手作り作品出展者を募集し
ます。詳細は市 HP  をご覧くだ
さい。
申込 6月3日㈬9:00から〒191-00 
11日野本町7-5-23中央公民館へ
所定の申込用紙に必要事項を記
入し郵送または持参

ぱそこんくらぶIN高
幡台分室（初心者対象）
� 1014118ID
会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 6月5日㈮・19日㈮、7月3日
㈮・17日㈮10:00～12:00 内容 ワ
ード、エクセル、インターネッ
トなど、各自が学びたいことを
自由に学び合う 対象 市内在住・
在勤・在学者 その他 1回だけの
参加可 申込 6月3日㈬9:00から
電話

児童館のイベント

6月の児童館6月の児童館

いやされタイム
� 1009544ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）
日時 5日㈮11:00～11:30 内容 簡
単なセルフマッサージで心も体
もリフレッシュ 対象 乳幼児と
保護者 持ち物 スポーツタオル

卓球大会� 1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 10日㈬15:30～16:30 内容 ト
ーナメント形式で試合 対象 小
学3～6年生

パパとあそぼう！
� 1011139ID

会場・問 まんがんじ児童館
（☎583-3309）
日時 20日㈯10:30～11:30 内容 ふ
れあい遊び、製作など 対象 乳幼
児と保護者 その他 ママも歓迎

手型カレンダー
� 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 23日㈫10:30～12:00 内容 手
型をとってカレンダーを作る 
対象 乳幼児と保護者 持ち物 タ
オル

乳幼児自由参加ひろば
～コアラひろば
� 1008303ID
会場・問 みさわ児童館（☎59 
1-3456）

日時 24日㈬10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊びなど 対象 
乳幼児と保護者

中高生タイム
� 1011621ID

会場・問 さかえまち児童館
（☎585-8281）
日時 27日㈯17:00～17:45 内容 ホ

ール、音楽室を中学・高校生が
優先的に使える 対象 中学・高
校生

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば
� 1012798ID
会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 17日㈬10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊びなど 対象 
乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～よちよちクラブ
� 1008628ID
会場・問 ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 19日㈮10:15～11:00 内容 手
遊び、製作、6月のお誕生会な
ど 対象 1～3歳の幼児とその保
護者

ネットスポーツタイム
� 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 27日㈯17:00～19:00 内容 バ
レーボール、バドミントン 対象 
中学・高校生

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば
� 1008792ID
会場・問 もぐさだい児童館

（☎591-7001）
日時 30日㈫10:30～11:30 内容 体
操、手遊び、季節の製作など 
対象 乳幼児と保護者

摩平第一公園／男女一部・二部・シニア（50
歳）・グランドシニア（70歳）／市内在住・在
勤・在学者、連盟加入者対象／1ペア2,000円
／6月22日㈪までに山崎（☎080-1152-0912）へ

みんなのメモ帳をお読みの皆さまにお願い
新型コロナウイルスの感染拡大により、掲載された各催しについては予告なく中止され
る場合があります。念のため、各記事末の問い合わせ先に実施の確認をお願いします。

みんなのメモ帳に
投稿される皆さまへ

広報ひの6月1日号以降の掲載について

問市長公室広報担当（☎514-8092）

　日ごろより、みんなのメモ帳へご投稿い
ただき、ありがとうございます。
　新型コロナウイルスの感染拡大による、
不要不急の外出の自粛や施設の利用制限な
どで、催しものなどを中止されている方も
多いと存じます。収束がいつになるのか分
からない状況下で、皆さまからのご投稿も
大幅に減っているため、6月１日号以降当面、
みんなのメモ帳の掲載号を市広報担当で調
整し、以下の通りとさせていただくこと
といたしました。

  掲載について
　6月1日号から…当面、毎月15日号への
掲載を中止し、1日号のみに掲載
※当面とは、新型コロナウイルス感染症
　が収束するまでを予定しています。

通常の掲載号（毎月1日号・15日号）へ戻

す際は、広報・市 HPでお知らせします。

  申し込みについて
・これから申し込みされる方

催しものの開催日に間に合う号へ掲載い
たします。
毎月1日号の原稿締め切り日までにお申
し込みください。

・すでに投稿されている方
すでにご提出いただいている号から変更
する場合は、市広報担当から連絡いたし
ます。

  みんなのメモ帳の会員募集について
　通常、メモ帳のページに空きがある場
合、先着順で掲載していますが、当面、
掲載を中止させていただくことといたし
ます。

　皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけい
たしますが、ご理解・ご協力くださいま
すようお願いいたします。

高幡不動尊
あじさいまつり

諸行事中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染予防
のため、6月1日㈪～30日㈫に開
催を予定していた「あじさいま
つり」の諸行事は、「俳句・短歌
作品募集」を除き中止となりま
した。
　俳句・短歌大会作品募集要項
などの詳細は、お問い合わせく
ださい。

　問 高幡不動尊（☎591-0032）
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