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投稿のページ

原稿締め切り日
11月 1日号… 9月30日㈬
11月15日号…10月14日㈬
12月 1日号…10月28日㈬
12月15日号…11月13日㈮

講習・学習会
★成年後見制度説明会・相談会
9月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）

ごあんない
★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…9月15日㈫・23日㈬・
29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16日㈬・
23日㈬・30日㈬…豊田教室（豊田駅南口）、17
日 ㈭・24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
★木曜夜ヨガ＠イオンモール多摩平の森～子
供からシニアまで家族で体験できます
9月17日㈭・24日㈭19:00～20:15／イオンモー
ル多摩平の森※直接会場へ／30人／500円※
指導あ

り／ヨガマット（バスタオル）、飲み物
持参／原（☎090-4222-5362）
★アメリカ資本主義の現状と大統領選挙
9月26日㈯14:00～16:00／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／18人／500円／日野・市
民自治研究所（☎589-2106）へ申し込み
★相続、遺言、成年後見などの身近な無料市
民法律相談
9月27日㈰9:00～12:00／新町交流センター／
10人／もちづき会（☎070-5467-2757）へ申し
込み
★心と体の健康クラブ
9月27日㈰13:30～16:00／多摩平の森ふれあ
い館／丹田呼吸法、スロー筋トレ体操な

ど／
25人／月2回800円※指導あ

り／真鍋（☎080-
3015-0752）へ申し込み
★相続・遺言・成年後見（老後対策）・空き家
対策など暮らしの無料相談会
9月29日㈫13:00～16:00／平山交流センター／
相続・遺言を考える会（飯田☎090-8564-5208）
へ申し込み
★（一社）Rapport～コロナに負けない！リ
モート俳句会
10月7日から毎週水曜日／初心者歓迎／20人／
指導あ

り／吉岡（☎090-1848-1813）へ申し込み
★歴史の見方・歩き方

10月10日～12月12日の第2・第4土曜日10:00～
12:00／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／地
理的視点、長期的な視野に立った時代の見方
に重点を置く／5人／9,900円（5回）／同協会

（☎586-6221）へ申し込み

もよおし
★あかいやねから
▶ハンドマッサージ…9月17日㈭11:00から／
先着10人※当日10:00から受け付け／フェイ
スタオル持参▶春夏秋冬さんによる人形劇…
9月23日㈬11:00から／いずれも同施設（程久
保） ※直接会場へ／子育て中の親子対象／同
園（☎594-7841）
★日野子育てパートナーの会から
▶みんなのはらっぱ万願寺～体重測定の日…
9月23日㈬9:30～14:00▶みんなのはらっぱ万
願寺～土曜はらっぱ…9月26日㈯10:30～14:30
／ミニ電車は中止／いずれも万願寺交流セン
ター※直接会場へ／同会（☎587-6276）
★歌で楽しむ元気会
9月23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／上履き持参。
マスク着用／小川（☎594-9960）
★杉野幼稚園～園庭開放
9月30日㈬12:00～15:00※雨天中止／同園（百
草）※直接会場へ／同園（☎591-3515）

スポーツ
★日野市テニス協会～シニアテニス初級・中
級無料講習会
10月2日㈮9:00～13:00（予備日9日㈮）、11月6
日㈮10:00～14:00（予備日13日㈮）／旭が丘中
央公園／宮城（☎090-8348-6331）へ申し込み
★日野市ソフトテニス連盟～ソフトテニス秋
季団体戦

10月18日㈰9:00～17:00※予備日12月13日㈰／
多摩平第一公園／一部・ニ部（男女混成可・3
組編成）／市内在住・在勤・在学者、連盟加
入者対象／1チーム6,000円／10月10日㈯まで
に飯塚（☎042-660-0795）へ

美術・音楽
★第23回みずえ会作品展
9月29日㈫～10月4日㈰10:00～17:00※4日は16: 
00まで／とよだ市民ギャラリー／水彩画／吉
原（☎586-7606）

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。

★ことぶき書道の会
毎月第1・第3火曜日13:30～15:30／中央福祉
センターな

ど／初心者歓迎／入会金500円、月
2,500円※その他実費・指導あ

り／久
く

世
せ

（☎585-
2116）
★Babyちゃんサークル～ママの応援団わく
わくRainbow�Drop
毎月最終金曜日10:00～12:00／新町交流セン
ターな

ど／月300円程度／竹山（☎090-2165-
8559）

　原稿は郵送、持参、または市 HP か
ら電子申請で受け付け／政治・宗教・
営利に関するものは掲載不可／問い合
わせは各文末の代表者へ。市は関与し
ていません／特に記載のないものは原
則無料／掲載後に苦情があったもの
は、今後の掲載を見合わせていただき
ます／掲載された記事は、市 HP で広
報ひのPDF版・テキスト版にも掲載さ
れます

「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。

　各回1冊の本を取り上げ、参加者同士で感想な
どを語り合います。今回は「太宰治と松本清張を
読む～同い年の作家」をテーマに5作品を取り上げ
ました。初めて読書会に参加される方に合わせた
講座になっています。作品を事前に読んでご参加
ください。

日時・作品  下表の通り
講師 青木笙子氏（読書会ナビゲーター）
対象 原則全5回参加できる市内在住・在勤・在学
者
定員 10人※申込多数の場合は抽選
その他 新型コロナウイルス感染症対策の詳細は図
書館 HP をご確認ください
申込 9月16日㈬～27日㈰に電話または来館
会場・問  高幡図書館（☎591-7322）

日程 作品

10月19日㈪ 『お伽草紙』太宰治

11月30日㈪ 『人間失格』太宰治

12月21日㈪ 『或る「小倉日記」伝』松本清張

令和3年1月18日㈪ 『張込み』松本清張

2月22日㈪ 『半生の記』松本清張
いずれも13：30～15：00

■表1
回数 日程 内容
第1回 11月15日㈰ 開講式・仲間づくり
第2回 12月19日㈯ ナイトハイク
第3回 令和3年1月17日㈰ お楽しみ企画
第4回 2月14日㈰ 閉講式

■表2（予定）
回数 Ａグループ Ｂグループ
第1回 9：00～12：00 13：00～16：00
第2回 講習会内でお知らせ
第3回 13：00～16：00 9：00～12：00
第4回 講習会内でお知らせ

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防止のため、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。

1004068ID 　問 子育て課（☎514-8579）

日程・内容 表1の通り
活動時間 表2の通り
講師 ボランティアスタッフ（講師・リーダー）、
日野市青少年委員の会
対象 自分の身の回りのことを自分でできる市
内在住の小学5年～中学生
定員 48人（A・Bグループ各24人）※申込多数の
場合は抽選
費用 1,000円
その他 グループの割り振りは事務局で行います
申込 10月1日㈭（必着）までに〒191-8686日野市
役所子育て課ジュニア担当へ 往復はがき で。往信
用裏面に氏名（ふりがな）、電話番号、学校名、
学年、クラスを記入

日野市
ジュニアリーダー
講習会

　ジュニアリーダー講習会では、集団活動や異年齢交
流などを通し、日野市をよりよく知るための活動を
行っています。
　今年度は新型コロナウイルスの影響を考慮し、規模
を縮小しての活動を予定しています。また、状況によっ
ては、中止を含めた変更が生じる場合があります。
　市内各地域から集まる仲間や高校生・大学生のリー
ダーと一緒に楽しく活動しませんか。

はじまりの読書会（全5回）
1015020ID

NHK総合テレビ　土曜ドラマ
「天使にリクエストを～人生最後の願い～」
第3話10月3日㈯21時から放送。
出演 江口洋介、上白石萌歌ほか
脚本 大森寿美男 演出 片岡敬司ほか
　終末期の患者の「人生最後の願い」を叶
える活動を題材に、人生を見つめるドラ
マ。見知らぬ人生の幕を引く手助けをす
る、最高の「看

み

取
と

り」を描きます。
　自立サポートセンターの設定としてひの市民活動支援センターで撮影
が行われました。

日野映像支援隊から
◉日野映像支援隊のロケ情報！

問 シティセールス推進課
　（☎514-8098）

▲主人公たちの出入りシーンの
撮影準備中

　市内にお住まいの皆さんが、突然の病気や障
害により介護が必要になった時、施設での生活
を選ばれるか、それともこれまで生活されてい
た自宅での生活を選ばれるかの岐路に立たれる
ことになります。そのような体になって自宅で
の生活ができるのかとの不安を解消するために
我々のような在宅サービス事業所があります。
　今までできていた家事などができなくなった
ら、ヘルパーが手助けします。歩くことなどが
つらくなったら、福祉用具の手配ができます。
外出が不安になり、他の人との会話が少なくな
れば、デイサービスに行って、他の皆さんと一
日を楽しく過ごしたり、運動や入浴をすること
もできます。
　在宅サービス事業所は、すべての人が自分に
合ったサービスを選択し、提供されることで、
いつまでも暮らし慣れた自宅で、その人らしい
生活が送れるように、常に寄り添っていこうと
考えています。

在宅で受けるサービスとは

次回は地域包括支援センター職員のコラムを掲載予
定です

コラム

日野市在宅介護事業者協議会　幹事
マザアス日野　松﨑 敏男
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