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行政書士・望月（☎070-5467-2757）へ申し込
み
★相続・遺言書（書き方）・老後の安心のため
の生前契約（尊厳死・成年後見）など暮らしに
関する無料相談会
8月29日㈪13:30～16:00 ／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
★レイキヒーリング体験会
9月3日㈯14:00～16:30 ／多摩平の森ふれあい
館／ 15人／ 1,000円※指導あ　

　り／小林（☎586-
4564※19:00以降）へ申し込み
★光塩女子学院日野幼稚園から
▶体験保育…9月6日㈫10:30～11:30▶平成２９
年度入園説明会…9月10日㈯10:30～11:30▶給
食付き体験保育…9月16日㈮10:30～12:15 ／
300円／ 1日㈭～7日㈬10:00～16:00に申し込み
／いずれも同園（程久保）／平成29年度入園
年齢の幼児と保護者対象／上履き持参／同園
（☎592-5526）
★杉野幼稚園〜入園説明会
9月6日㈫11:00～11:45 ／同園（百草）／同園（☎
591-3515）
★ちびっこなりきりダンサー募集
9月9日～10月7日の毎週金曜日15:40～16:20 ／
スタジオソニケテ（多摩平）／ジュウオウジ
ャーになりきって踊る／年小～小学2年生対
象／ 1回1,000円、衣装代2,500円／ストリート
ダンスクラブG

グ ル ー ス
ROOTH（☎080-5884-7544）

へ申し込み
★光の家オープンハウス〜見えない人のくら
し
9月10日㈯10:00～16:00 ／東京光の家（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／
同施設（☎581-2340）
★映画「母と暮せば」上映会
9月19日㈷①10:15から②13:15から③16:00から
／ひの煉瓦ホール（市民会館）／ 8月31日㈬ま
でに多摩西部朝日会・日野ブロック映画上映
会（☎050-5558-5024※水曜～日曜日14:00～
20:00）へ
★長沼公園キノコ観察会
9月24日㈯9:30長沼駅前集合、12:00解散※小
雨実施／ 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（☎042-375-1240）へ
★日頃の疲れを取りにいらっしゃいませんか
〜視覚障害者による無料マッサージ奉仕
9月25日㈰9:15～11:00※1回30分／中央福祉セ
ンター／ 40歳以上対象／日野市視覚障害者協
会（木村☎594-1524）
★ヘルパー募集
週1日から勤務可／ 65歳以下対象※無資格可
／詳細は問い合わせを／日野たすけあいワー
カーズＢｅすけっと（☎585-3939）

もよおし
★日野台自治会祭典〜夏祭り
8月20日㈯13:30から、21日㈰9:30から／日野台

協会（☎586-6221）へ申し込み
★都立南平高等学校〜デジタル写真講座
9月17日㈯、10月1日㈯・29日㈯、11月12日㈯
9:30～12:00 ／同校（南平）／全回参加可能な都
内在住・在勤の成人対象／ 20人／ 1,000円／申
込方法など詳細は問い合わせを／ 9月6日㈫ま
でに同校（阿部☎593-5121）へ

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、遺言・相
続などの相談会(要申込)…8月16日㈫・23日㈫・
30㈫13:00～15:00▶ゆったりハウス〜懐かし
い映画あり、お茶を飲み懇談し、歌い、仲間
をつくる…8月20日㈯10:00～16:00 ／ 100円／
いずれもゆのした市民交流センター（日野本
町）／大木（☎080-8722-2296）
★５0歳からのミセス体操
8月18日㈭…勤労・青年会館、22日㈪・29日㈪
…落川都営住宅地区センター／ 10:00～11:30 ／
倉橋（☎090-5999-6628）へ申し込み
★ピラティス日野〜ピラティスを体験してみ
ませんか？
8月19日～9月9日の毎週金曜日19:30～20:45 ／
多摩平の森ふれあい館／女性対象／ 1回500円
※指導あ　

　り／山岸（☎581-3881）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
8月20日㈯10:30～17:00 ／尾崎ビル2Ｆ（立川駅
北口）／高齢者歓迎／ 2,200円／尾﨑（☎090-
5999-1033）へ申し込み
★それいけ！たまレンジャー！　作ってみよう！
ウオータースイッチ！〜みんな知ってる？水の
物語
8月20日㈯10:00～16:00 ／立川市立第一小学校
／小・中学生対象※未就学児要相談／ 20人／
100円／学生団体Ｎ.Ｇ .Ｉ .(川﨑☎080-4154-
1213）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

ト モ
ＯＭＯへどうぞ

8月21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）
★中央線沿線ウオッチング〜西国分寺駅・三
宝寺池公園（練馬区）
8月28日㈰8:20ＪＲ西国分寺駅4番線後ろ寄り
または9:10西武池袋線大泉学園駅改札口集合、
12:00同線石神井駅解散※雨天中止／一般向き
／ 200円※子供100円／水筒、筆記用具持参／
日野の自然を守る会（山本☎042-621-0934※
18:00以降）
★月末なごみ中国茶会〜夏が旬の台湾烏龍茶

「東方美人」ほか
8月27日㈯10:30～11:30 ／ PlanT（多摩平の森産
業連携センター）／希少な緑茶と台湾烏龍茶を
茶菓子とともに味わう／ 1,500円※茶菓子付き。
指導あ　

　り／佐藤（☎090-9384-0120）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28日㈰9:00～12:00 ／新町交流センター／

講習・学習会
★英語おしゃべりクラブ～自由おしゃべり会
8月17日 ㈬・19日 ㈮・20日 ㈯・31日 ㈬10:00～
12:00…多摩平の森ふれあい館など、30日㈫
19:00～21:00…新町交流センターな　

　ど／トピック
を決めて英語でおしゃべり／ 1回1,500円※会場
費別途／同クラブ（☎582-8691）へ申し込み
★資本論第1巻を読む会
8月19日㈮19:00～21:00 ／生活・保健センター
／相対的剰余価値を読む／ 30人／ 1,000円※
大学生500円、高校生無料／北村（☎090-
9953-2458）
★基礎から覚えるインターネットGoogleマ
ップ
8月22日㈪13:00～16:00 ／豊田駅北交流センタ
ー／ 500円／七生パソコンクラブ（村上☎090-
6509-9060）へ申し込み
★日野マジッククラブ初心者講習会～若い方
もどうぞ！
8月24日㈬14:00～16:00 ／多摩平の森ふれあい
館／小倉（☎586-0367）へ申し込み
★旭が丘女声合唱団～無料体験レッスン
8月31日㈬、9月7日㈬・14日㈬14:00～15:00 ／
勤労・青年会館／さだまさし作品集「北の国か
ら」／宇賀神（☎090-6038-2708）へ申し込み
★スクエアダンス初心者無料体験講習会　
8月31日㈬、9月7日㈬9:45～12:00 ／北野市民セ
ンター（八王子市）／田口（☎584-3193）へ申し
込み
★介護教室でおなじみのリンパケアを学んで
みませんか（顔・頭）
9月2日㈮10:00～11:30 ／多摩五スペース（多摩
平）／ 500円／来

き し の
住野（☎090-7200-5727）へ申

し込み
★たかはた北保育園～手作りおもちゃ講習会
9月6日㈫10:00～11:00 ／同園（高幡）／詳細は
問い合わせを／同園（☎591-5003※月曜～金曜
日9:00～16:00）
★初めてのｉＰａｄ無料体験会
9月7日㈬・21日㈬10:00～11:30 ／中央福祉セン
ター／ｉＰａｄ貸し出しあ　

　り ／石塚（☎070-
5019-3960）へ申し込み
★玉城徹のことばの世界～第4歌集「徒

と こ う
行」を

読む
9～12月の第2日曜日14:00～15:30 ／社会教育協
会（多摩平）／ 2,600円(4回)、資料代150円／同

公園／みこし・山車巡行、模擬店、納涼踊りな　
　ど

／同自治会（古瀬☎584-1560）
★民謡津山会ゆかたざらい
8月21日㈰10:00～16:00 ／中央福祉センター／
全国の民謡を伴奏、おはやし付きで唄う／見学
自由／長澤（☎584-6637）
★カナリアの会〜季節の歌、童謡を楽しく歌い
ましょう！
8月21日㈰10:30～11:45 ／七生福祉センター／
おおむね60歳以上対象／ 500円※指導あ　

　り／飲み
物持参／古沢（☎592-0203）
★唄の会
8月21日㈰・28日㈰13:00から／七生福祉センタ
ー／荒城の月、砂山、四季の歌な　

　ど／金子（☎
592-3862）
★日野四季の会〜ダンスパーティー
8月21日㈰13:00～16:00 ／新町交流センター／
500円／川畑（☎070-6644-2729）
★わくわく大人のおはなし会〜昔話を聞く　
8月21日㈰14:00～16:00 ／高幡図書館▶わくわ
くおはなし会〜昔話を聞く…8月28日㈰15:00～
16:00 ／多摩平図書館／いずれも直接会場へ／
日野おはなしの会（田島☎583-0896）
★さんぽっぽひろば遊び場開放
8月22日㈪・25日㈭・29日㈪10:00～12:00 ／同
ひろば（三中隣）※直接会場へ／幼児と保護者対
象／日野どんぐりの丘幼児教室（☎592-4761）
★懐かしい歌・歌おう会
8月26日㈮…特別養護老人ホームマザアス日野

（万願寺）、9月2日㈮…小規模多機能ホームさか
えまち／ 10:30～11:50 ／ 65歳以上対象／ 1回
500円／音楽療法士・小原（☎593-0573）
★下田自治会ふれあいまつり〜夏祭り
8月27日㈯16:00～20:00※予備日28日㈰／八幡
大神社境内（万願寺）／盆踊り、イベントな　

　ど／
山口（☎584-3156）
★童謡と唱歌を歌う〜つぼみ
8月27日㈯13:30から／勤労・青年会館／おおむ
ね60歳以上対象／ 500円／市之瀬（☎080-6540-
6571）
★ひのボールルームダンス協会・ダンスパー
ティー
8月28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（粕谷
☎586-7695）
★スミレダンスパーティー
8月28日㈰13:30～16:00 ／新町交流センター／
500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★ゴールド社交ダンスパーティー
9月1日㈭・8日㈭13:30～16:00 ／新町交流セン
ター※直接会場へ／プロデモあ　

　り／ 1回500円／
平野（☎080-6612-2512）
★ミリオンローズダンスパーティー
9月3日㈯13:20～16:30 ／新町交流センター／ミ
キシング・トライアルあ　

　り／ 500円※茶菓子付き
／小林（☎591-1982）
★ビートルズサークルＪＯＨＮ
9月4日㈰19:00から／万願寺交流センター／ビ
ートルズの曲を聴き、練習／指導あ　

　り／ 5人／小
池（☎080-5005-4494※平日は19:00以降）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〜小松沢レジャー農園（秩父）
9月17日㈯7:45豊田駅北口日本生命付近集合、
17:00解散／先着100人／ 3,800円※小学生以下
2,800円、3歳以下無料（バス座席・昼食な　

　し）／ 8
月16日㈫10:00から日野市職員組合（☎584-
2784）へ

美術・音楽
★混声合唱団シェーネル・エコー公開練習
8月22日㈪14:00～16:00…平山交流センター、
9月5日㈪13:30～16:00…多摩平交流センター
／海の詩、心の四季、ローレライな　

　ど／西尾（☎
090-9809-9805）
★アフターヌーンコンサート
8月28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7番」、ボロディン「弦楽四重奏曲第2
番」な　

　ど／安養寺（☎581-3624）
★イマジンの会絵画展
8月30日㈫～9月4日㈰10:00～17:00 ／とよだ市
民ギャラリー／油彩、水彩、アクリル画／溝
部（☎583-8239）
★フォトサークルであい写真展
9月1日㈭～4日㈰10:00～17:00※1日は13:00か
ら、4日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／青木（☎593-5398）

スポーツ
★ゴルフ入門講座
8月29日～10月15日の月曜・火曜・土曜日
10:00～11:30※週1回7講座／旭が丘ゴルフク

ラブ／成人対象／各クラス10人／ 17,000円※
無料貸し出しクラブあ　

　り／平山（☎090-2414-
6604）へ申し込み
★ソフトテニス講習会
9月17日㈯13:00～17:00 ／多摩平第一公園／
300円／日野市ソフトテニス連盟（西沢☎582-
2830※夜間）

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。

★親子で遊ぼう英会話
毎週火曜日15:00～16:00 ／日野南平キリスト
教会（南平）／小学校低学年までの幼児と親
対象／同教会（永井☎593-0753）
★日野市パーキンソン病友の会〜パーキンソ
ン病の患者、家族の方々が集まり、話し合い
をしましょう
毎月第4日曜日14:00～16:00 ／新町交流センタ
ーな　

　ど／甲斐（☎584-8733）
★日常会話が中心の楽しい中国語講座
毎月第2・第4日曜日10:00～12:00 ／中央図書
館な　

　ど／ 1回1,000円／阿部（☎080-6582-9317）
★佐藤彦五郎友の会
新選組を支え維新後も地域に尽くした佐藤彦
五郎(日野宿寄場名主)が書き残した資料の研
究、史跡訪問な　

　ど／入会金2,000円、年1,000円
／吉澤（☎843-1210）
★フラワーアレンジ
毎月第2金曜日10:00～12:00 ／落川地区センタ
ー／初心者・見学歓迎／ 3,500円／中馬（☎
591-3286）

TOYODA BEERプロジェクト実行委員会と多摩モノレールがイベ
ント列車の特別版をこの秋運行します！「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 10/15㈯17:00～18:30※受け付けは上北台駅16:00～16:30 費用 4,500
円（ビール飲み放題、軽食、1日乗車券付き）定員 144人（1グループ2～6人）
※申込多数の場合は抽選 申込 8/15㈪～9/5㈪10:00に多摩モノレール HP
応募フォームから申し込み 問 多摩モノレール総務部事業課(☎042-526-
7818平日9:00～17:45）、TOYODA�BEERプロジェクト実行委員会事務局

（市産業振興課内）代表☎

 平成２９年1月発行予定  市内全世帯に配布
日野市暮らしの便利帳の広告掲載にご協力を
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　この便利帳に掲載する広告を募るため、㈱サイネックスが市内の商店や事業所へお
伺いします。広告掲載をご希望の場合は、直接㈱サイネックスにお問い合わせくださ
い。ご協力をお願いします。
問㈱サイネックス（☎042-548-1556  FAX 042-548-1558）、市市長公室広報担当代表☎

み
ん
な
の
メ
モ
帳

み
ん
な
の
メ
モ
帳

広報　　　　第1381号　28.8.15 1213 市役所　　　�585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


