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講習・学習会
★ママラボ・骨盤エクササイズとマザーコー
チングスクールのオリエンテーション講座～
子どものコミュニケーション能力を磨くには
8月24日㈭10:00～12:00／勤労・青年会館／子
供同伴可／1,000円／真鍋（☎090-1732-1102）
へ申し込み
★資本論第1巻を読む会
8月25日㈮19:00～21:00／生活・保健センター
／「機械設備と大工業」第6節「機械によって駆
逐された労働者に関する補償説」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）
★日野精神障害者家族会・学習会～精神障害
者には、医療費の心配をなくす制度（マル障）
が必要だ
8月26日㈯13:30～16:00／福祉支援センター／
講師・植松和光氏（東京都精神保健福祉家族会
連合会副会長）／同会（片岡☎080-1238-5960）
★スクエアダンス初心者無料体験講習会
8月30日㈬、9月6日㈬9:30～12:00／北野市民セ
ンター（八王子市）／田口（☎584-3193）
★ほほえみ絵画を描く会
9月3日㈰・17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）へ申し込み
★社会教育協会～玉城徹のことばの世界
9～12月の第2日曜日14:00～15:30 ／同協会（多
摩平）／歌集「われら地上に」を読む／2,600円（4
回）、資料代100円／同協会（☎586-6221）へ申
し込み
★粘土でオカリナを作ってみませんか
10月～平成30年2月の第2・第4水曜日13:30～
15:30（8回）／平山台健康・市民支援センター
／石膏型を使って2種類（小型・中型）のオカリ
ナを作製／初心者歓迎／10人／4,800円／大森
（☎080-6581-1779）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
8月20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

／竹内（☎090-8173-9334）
★東京光の家から
▶オープンハウス～見えない人のくらし…9
月9日㈯10:00～16:00／同施設（旭が丘）※直接
会場へ。入退場自由・車での来場可／アイマ
スク体験（喫茶・卓球）、点字体験など▶10月9日
㈷に行われるチャリティーバザーに物品の提
供を…日用品、おもちゃ、文房具、食品、新
品同様の衣類など※家具、大きな電気製品、
中古の電気製品などは除く／9月30日㈯まで※
多摩地区は取りに伺います／いずれも同施設
（☎581-2340）
★介護よろず相談会～介護の仕事・悩みの相
談
9月14日㈭13:00～14:30／イオンモール多摩平
の森イオンホール／子供同伴可／日野市サー
ビス提供責任者連絡会（蛭田☎090-9805-1577）
★長沼公園きのこ観察会
9月23日㈷9:30京王線長沼駅改札口前集合、
12:00解散※小雨実施／講師の解説あ

り／20人／
50円／申込方法など詳細は問い合わせを／9月
12日㈫までに都立桜ヶ丘公園サービスセンタ
ー（☎042-375-1240）へ
★ひの社会教育センターから
▶李さんのダンスストレッチ…8月23日㈬
10:00～11:00▶楽しいカホン…9月2日㈯10:00
～11:30 ／いずれも費用など詳細は問い合わせ
または同センター HP 参照／同センター（☎
582-3136）

もよおし
★さくらダンスパーティー
8月20日㈰13:30～16:00／新町交流センター※
直接会場へ／500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★懐かしい歌・歌おう会
8月25日㈮…特別養護老人ホームマザアス日野
（万願寺）、9月1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）
★日野台自治会～夏祭り
8月26日㈯13:30から、27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／同会（古瀬☎584-1560）
★下田自治会ふれあいまつり～夏祭り
8月26日㈯16:00～20:00／万願寺中央公園※雨
天の場合は万願寺交流センター／盆踊り、ラ
イブ、出店など／山口（☎584-3156）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
8月27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）
★みんなのフリマ
8月26日㈯10:00～11:30／万願寺交流センタ
ー／マイバッグ持参／日野子育てパートナー
の会（☎587-6276）
★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27日㈰13:30～16:00／新町交流センター※
直接会場へ／500円／同会（山内☎090-8779-
5338）

★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20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）
★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、教育、
労働などの相談
8月22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
★相続・遺言や遺産分割協議書（書き方など）・
成年後見など暮らしの無料相談会
8月24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）
★Komorebi yoga（こもれびヨガ）
①8月26日㈯10:00～11:00②27日㈰11:00～12:00
③29日㈫10:30～11:30／SHEEP DOG（豊田）／
①肩こり腰痛解消ヨガ ②骨盤調整ヨガ ③はじ
めてのヨガ／初心者・男性歓迎／6人／1回1,500円
／渡邊（☎070-1562-7224）
★日野の自然を守る会から
▶中央線沿線ウオッチング～立川駅・矢川緑
地とママ下湧水…8月27日㈰8:50立川駅7番ホ
ーム前寄りまたは9:10南武線西国立駅改札口
集合、13:30南武線谷保駅解散※雨天中止／弁
当、飲み物など持参／200円※子供100円／同
会（山本☎042-621-0934※19:00以降）▶大木島
自然公園で自然観察とアイの生葉染め…8月
28日㈪10:00大木島自然公園集合、12:00同地解
散／園内に生育するマルバアイでハンカチ染
め／先着15人／300円※子供200円／同会（成島
☎583-5293）へ申し込み
★夏休み親子ビューティーフェアー
8月27日㈰10:00から、11:00から、12:00から、
13:00から／スパサロンプアルアン（日野本町）
／キッズネイル、タッチセラピー（アロマオ
イル付き）／各回3組／1回1,000円／来

き
住
し
野
の
（☎

090-7200-5727）
★日野自動車グリーンファンド～自然観察＆
魚のつかみ取り体験
9月2日㈯10:00みなと区民の森環境学習施設
（あきる野市）集合、15:00同所解散／30人／ 8
月24日㈭までに同ファンド（関根☎586-5369）
へ
★混声合唱団シェーネル・エコー公開練習
9月4日㈪…多摩平交流センター、11日㈪…特
別養護老人ホームマザアス日野（万願寺）／
14:00～16:00／心の四季、サンタ・ルチア
な
ど／西尾（☎090-9809-9805）
★光塩女子学院日野幼稚園①体験保育②入園
説明会
①9月5日㈫②9日㈯10:30～11:30／同園（程久
保）※直接会場へ／終了後園内見学可／①平成
30年度入園年齢児②平成30年度入園年齢児と
保護者対象／上履き、靴袋持参／同園（☎592-
5526）
★三浦綾子読書会に参加しませんか
9月6日から毎月第1・第3水曜日13:30～15:00／
多摩平の森ふれあい館／道ありき／1回200円

★ハーモニーから
▶歌声喫茶…8月26日㈯10:00から…平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館、30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…18日㈮10:30から▶②英語で歌お
う…19日㈯11:00から▶③女性コーラス…16日
㈬・23日㈬・30日㈬12:30から▶④オカリナを
楽しむ会…26日㈯14:00から▶⑤サロンライ
ブ…27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）

美術・音楽
★アフターヌーンコンサート
8月27日㈰14:00から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）※直接会場へ／ベートーベン「バイオリン
ソナタ第9番クロイツェル」、モーツァルト「弦
楽四重奏曲」など／安養寺（☎581-3624）
★憲法施行70年新婦人創立55周年記念～新婦
人絵手紙展
8月29日㈫～9月3日㈰11:00～16:00※29日は
13:00から、3日は15:30まで／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／田代（☎593-4744）
★イマジンの会絵画展
8月29日㈫～9月3日㈰10:00～17:00／とよだ市
民ギャラリー／油彩、水彩、アクリル絵画／
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14日㈯9:00～11:30、11月25日㈯9:00～11:30、
12月9日㈯14:30～17:00、17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／800円（保険料）／申込方
法など詳細は問い合わせを／9月24日㈰までに
同校公開講座担当（阿部☎593-5121）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。

★三世代で歌う合唱団～響
毎週土曜日10:00から／百草台コミュニティセ
ンターな

ど／幼児～シニア対象／月3,000円※親
子・兄弟割引あ

り／見学歓迎／渋谷（☎583-
7743）
★日野一中OB還暦野球部　
月2回練習・試合／一中／58歳以上の一中OB
対象／月500円※ユニフォーム代別途／海藤
（☎080-2043-2624）
★還暦・古希軟式野球～日野オークス　
毎週水曜・木曜・土曜日…練習・試合／多摩
川グラウンドなど／ 58歳以上対象／6カ月10,000
円／見学歓迎／戸羽（☎592-0738）
★二・八そば打の会
第1・第3金曜日、第1・第2火曜日9:00～12:00
※時間変更の場合あ

り／中央公民館な
ど／60～

70歳男性対象※初めての方歓迎／2人／1回
700円／中村（☎080-5655-7615）
★俳句～七生の会
毎月第3水曜日13:00～16:00／高幡図書館／初
心者歓迎／指導あり／益本（☎591-1262）
★40代からの女性のやさしい筋トレサークル
毎週火曜日13:30～15:30／生活・保健センター
な
ど／体内測定、筋力トレーニングなど／ 1回500
円※栄養スムージー、ハーブティー付き／立
川（☎070-6516-5523）
★ママ友ダイエットサークル
毎週火曜日10:00～12:00／生活・保健センター
な
ど／体内測定、筋力トレーニングな

ど／20～40
歳代の母親対象※子供同伴可／1回500円※ス
ムージー、ハーブティー付き／竹山（☎090-
2165-8559）
★バドミントン～エースクラブ
毎週火曜日9:00～12:00／南平体育館な

ど／市内
在住・在勤者対象／入会金1,000円、月1,500円
／本多（☎592-0320※18:00以降）
★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）
★フルートサークル
原則第2・第4金曜日10:00～11:30／中央公民
館な

ど／フルートアンサンブル／多少経験のあ
る方対象／5人／入会金1,000円、月4,000円※
コピー代別途。指導あ

り／大森（☎080-3151-
4463）
★オカリナサークル
原則第2・第4火曜日10:30～12:00、13:00～
14:30 ／中央公民館など／オカリナアンサンブル
／多少経験のある方対象／5人／入会金1,000
円、月3,000円※コピー代別途。指導あ

り／大森
（☎080-3151-4463）

みんなのメモ帳
主な掲載基準

⑴この欄は広報手段を持たない市民、団体・
サークルなど（主に市内在住・在勤・在学者
で構成）の活動を支援するものです。市主催
のものではありませんので、内容の確認は当
事者間でお願いします。なお、掲載後に苦情
などのあったものは、今後の掲載を見合わせ
る場合もあります。
⑵政治団体などが行う行事・会員募集（以下
「行事など」）や政治活動とみなされる行事な
どは、掲載できません。
⑶宗教団体などが行う行事などや宗教活動と
みなされる行事などは、掲載できません。
⑷企業などが行う行事などで営利目的や営業
宣伝とみなされる行事などは、掲載できませ
ん。
⑸一般の行事などの取り扱いは、次の通りと
します。
①サークル活動などの会員募集は、同好の仲
間を募るためのものとします。「私が教えま
す」式のものは掲載できません。また同一サ
ークルの会員募集の再掲載は、掲載３カ月後
から受け付けます。
②営利を目的とする教室などを開いている個
人・団体の講演会や作品展などは、掲載でき
ません。
③行事などの参加費用は、必要費、材料費な
どの実費、常識範囲の会費（茶菓子代など）を
超えないものとします。
④営利目的とみなされるバザーやガレージセ
ールなどは掲載できません。
問市長公室広報担当（☎514-8092）

多摩モノレールが、この秋、特別版イベント列車を運行します！
「TOYODA BEER」を片手に、貸切モノレールをぜひ、お楽しみ
ください！
日時 10/14㈯17:00～19:00※集合は多摩センター駅
定員 150人（1グループ2～4人）※申込多数の場合は抽選
費用 4,500円（ビール飲み放題、おつまみ付き※税込）
申込 8/21㈪～ 9/3㈰に多摩モノレール HP  応募フォームから申し込み
問  多摩都市モノレール総務部事業課（☎042-526-7800平日9:00～
17:45）、市企画経営課（☎514-8047）

TOYODA BEER ナイト
in多摩モノレール 2017

広報　　　　第1405号 29.8.15 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


