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講習・学習会

★日野マジッククラブ～マジックを
始めてみませんか　12月5日㈬午後3
時～ 4時／多摩平の森ふれあい館／
同会（小倉☎586－0367）へ申込
★ダンスサークルエポック「社交ダ
ンス講習会」　12月5日㈬・12日㈬・
19日㈬午後7時～ 9時／五小／中級
程度の方対象※Ａ級プロの指導あり あ

　
り／

馬場（☎584－6082）へ申込
★子どもや教育を語ろう⑮「子ども
や私にとっての水や太陽とその目印
⑤」　12月8日㈯午後2時～ 4時／ひ
の社会教育センター／椿坂（☎591
－2267）
★マザアスの介護者教室「ポイント
を一緒に学びましょう！」　12月8日
㈯午後1時30分～ 2時30分／社会福
祉法人マザアス日野（万願寺）／同
施設（海野☎582－1672）へ申込
★中国の家庭料理（水餃子）を作
ってみませんか　12月9日㈰午前10
時～午後1時／中央公民館高幡台分
室／ 1千円／エプロン、タオル、持
ち帰り用容器、30㌢程度の麺棒持
参／你

にーはお

好会（趙
ちょう

☎090－6024－7050）
へ申込
★プリザの赤いバラで星型のリース
を　12月9日㈰・16日㈰午前10時～
11時30分／東部会館／各回15人／
3千800円（ 材 料 費 ほ

か
ほ
　
か） ／ 12月7日

㈮までに華メデェル（名取☎090－
6507－3413）へ
★地球時代に求められる本当の教
育とは何か　12月10日㈪午後7時か
ら／多摩住民自治研究所（神明）／
講師･堀尾輝久氏（東京大学名誉教
授）／ 20人／ 1千円／同研究所（☎
586－7651）へ申込
★日野市民たんぽぽの会「変わる・
変える地域生活支援の実践」　12月
11日㈫午後6時30分～ 9時／生活･保
健センター／障害者自立支援法に伴
う変化について世田谷区の例から学
ぶ／講師・進藤義夫氏（世田谷区障
害者支援情報センター理事長）／
500円（資料代）／あんだんて（樋
口☎・ 587－6520）
★「介護事務講座」無料ガイダンス
12月11日㈫午後0時20分～ 0時50分、
平成20年2月5日㈫午後6時30分～ 7
時／実践女子学園生涯学習センター

（日野駅前）※直接会場へ／冬期集
中講座（平成20年2月19日㈫～ 21日
㈭・25日㈪実施）の説明会あり あ

　
り／同セ

ンター（☎589－1212）
★ＮＰＯ法人日野福祉の学校連続講
座　12月15日㈯午後2時～ 4時／多
摩平の森ふれあい館／納得する人生
の歩き方／講師・飯塚幸子氏（前
実践女子大学学長）／ 800円※会員
500円／同校（☎586－4044）

★なぜ生きる・人生の目的を考える
12月21日 ㈮ 午 後1時30分 ～ 3時30
分／市民会館会議室／降矢（☎090
－3314－1589）
★ミニ観察会「奥武蔵ウオッチング
⑳正丸峠駅・伊豆ケ岳～子の権現」
健脚向き　12月23日㈷午前6時55分
八王子駅1番線中央付近集合※雨天
中止／ 200円※小・中学生100円／
弁当、飲み物、筆記用具、あれば双
眼鏡持参／日野の自然を守る会（片
岡☎582－0696）
★パソコン入門教室　平成20年1月
9日～ 3月26日の毎週水曜日午後0時
30分～ 2時30分（12回）／豊田駅北
交流センター／基礎、メールほ

か
ほ
　
か／

20人／ 6千円（資料代ほ
か

ほ
　
か）／筆記用

具持参／まちづくりフォーラム・ひ
の（松村☎582－0070）へ申込
★2級ホームヘルパー養成講座　平
成20年１月15日㈫～ 4月6日㈰の火
曜・木曜・土曜日午前9時～午後4
時／ＮＰＯ法人ケア・センターやわ
らぎ研修センター（立川市）※実習は
日野市ほ

か
ほ
　
か／ 20人※申込多数の場合

は抽選／ 5万6千800円（受講料ほ
か

ほ
　
か）／

1月8日㈫午後5時までに同施設（☎
523－3552 523－7077）へ
★都立八王子東高校公開講座・親
子理科教室　①平成20年1月19日㈯
…物理コース②2月9日㈯…化学コー
ス／いずれも午前9時30分～午後3時
30分／同校（八王子市）①小学4 ～
6年生の親子②小学5・6年生の親子
対象／各回15組※申込多数の場合は
抽選／ 500円／ 12月14日㈮（必着）
までに往復ハガキで。往信用裏面に
講座名、希望日、住所、親子の氏
名（ふりがな）と性別、親の年齢、
学年、電話番号を記入し、〒192－
8568八王子市高倉町68－1同校（☎
042－644－6996）へ

ごあんない

★ＬＩＶＥ！憲法ミュージカルｉｎ
さんたま「ロラ・マシン物語」出演
者オーディション　12月8日㈯午前9
時30分～午後5時／五小／平成20年5
月5日㈷市民会館等で上演／憲法ミ
ュージカル事務局（☎513－4048）
★多摩友の家から　 ▼ 多摩友の会

「友愛セール」　…12月8日㈯午前11
時～午後2時／手作りパン、雑貨ほ
か※軽食・喫茶あり あ

　
り▼料理講習「新し

さを加えたわが家のお正月」…12月
14日㈮午前10時～午後2時／ロース
トポークローズマリー風味、煮物ほ

か
ほ
　
か

／ 20人／ 2千800円／同施設（☎585
－7003昼間のみ）へ申込／いずれも
会場は多摩友の家（万願寺）
★ベビーマッサージ　12月12日㈬午
前10時30分～正午／新町交流セン
ター／ 3 ～ 9カ月児と保護者対象／

500円（オイル代ほ
か

ほ
　
か）／バスタオル、

おしぼり、お子さんの飲み物持参／
子ども人権サポーターの会（岩見
☎・ 592－1719）へ申込
★暮らしの困りごと手続き無料相談
会　12月15日㈯午後1時～ 5時／京
王ほっとネットワーク（京王高幡Ｓ
Ｃ内）／遺言、相続ほ

か
ほ
　
か／予約優先※

当日参加困難な方には個別相談あり あ
　
り／

ＮＰＯ法人多摩市民法務支援センタ
ー（藤沼☎593－7312）へ申込
★吹上保育園「正職員募集」　月曜
～金曜日午前10時～午後3時／看護
師、栄養士、調理員、保育士／詳細
は問い合わせを／同園（吉冨☎583
－7648）
★栄光保育園「パート保育士募集」
①午前7時～ 10時②午後3時～ 8時／
同園南平分園に勤務予定／有資格者
対象／同園（☎593－1538）
★ひの社会教育センターから　 ▼

「みんなでつくるＸ’ｍａｓこどもア
ート教室」バルーンケーキ作り…12
月22日㈯午後2時～ 4時／年長児～
小学生対象 ▼スキーを楽しもう…①
1泊コース／ 1月5日㈯～ 6日㈰②日
帰りコース／ 1月4日㈮・19日㈯ ▼

「オーロラと厳冬の自然を楽しむ」
カナダ･フォートマクマレーの旅／
費用等、詳細は問い合わせを／同セ
ンター（☎582－3136）

もよおし

★たきび祭「巽
た つ み せ い か

聖歌」　①前夜祭…
12月7日㈮午後5時～ 8時／詩碑前オ
ープニングセレモニーほ

か
ほ
　
か②本祭…12

月8日㈯午前10時～午後4時／正秋バ
ンド等の演奏、たきびほ

か
ほ
　
か／いずれも

旭が丘中央公園な
ど な
　
ど③巽聖歌展示…12

月3日㈪～ 8日㈯午前10時～午後5時
※8日は午後3時まで／旭が丘地区セ
ンター／詳細は問い合わせを／旭が
丘商工連合会・たきび祭実行委員

（田中☎090－8304－6862）
★ならの木朗読の午後　12月7日㈮・
8日㈯午後2時30分から／喫茶ならの
木（東豊田）／芥川龍之介原作「白」
ほ
か

ほ
　
か／各回1千500円（ケーキ、飲み物

付き）／ならの木文化サークル（奈
良☎584－8049）へ申込
★日野・レッドランズ姉妹都市協会
Ｘ’ｍａｓ会～高校生の皆さんホス
トファミリー、ホームステイの体験
談を聞きにいらっしゃいませんか!?
12月8日㈯午後5時～ 8時／日野宿交
流館／来年の訪米に向けて両市の高
校生交流事業に興味のある方歓迎／
同協会（谷☎090－1702－0798）
★日野チャリティーフォークダンス
大会　12月9日㈰正午～午後4時／富
士電機体育館／金額自由／ダンスシ
ューズまたは運動用上履き持参／旭
が丘フォークダンス会(佐藤☎583－
9931)
★観察会　12月9日㈰①午前10時～
正午…子連れお散歩かんさつ会「都
立七生公園で落ち葉遊び」②午後1
時～ 3時…自然観察会「程久保川源
流を歩く」※いずれも京王動物園線
多摩動物公園駅集合／小学生以下は
保護者同伴※①は乳幼児連れの親子
歓迎／各回100円（保険料）※①子ど
もは1家族何人でも100円／飲み物、
おやつ持参※動きやすい服装で／村
岡（☎・ 591－8441）へ申込

★ ｢優雅｣ 社交ダンスパーティー
12月9日㈰午後1時～ 4時／新町交流
センター／ 700円（果物、飲み物
付き）／同会（高橋☎090－3532－
3794）
★わくわくお話会　12月9日㈰午後3
時から／中央図書館／昔話を聞く／
幼児～成人対象／子すずめの会（清
水☎586－7230）
★「四季の会」ダンスパーティー　
12月9日㈰・15日㈯午後1時～ 4時／
ひの社会教育センター※15日は新町
交流センター。直接会場へ／各回
60人／ 700円／同会（川畑☎090－
8892－8938）
★餅つき大会　12月16日㈰午前10時
～正午※雨天の場合は屋内で実施／
南平駅西交流センター（☎594－
7500）
★クリスマス会でサンタさんに会
いましょう　12月20日㈭午前10時～
11時／ひよこハウス多摩平／クリス
マスのお話、1 ～ 3歳児の発表ほ

か
ほ
　
か／

同園（梶谷☎582－8861）

講演会

★田中優（未来バンク事業組合理
事長）講演会＠中央大学　12月8日
㈯／同大学多摩キャンパス／環境、
戦争等の諸問題についてお金の流れ
という観点からのＮＰＯバンクや社
会的責任投資の可能性／同大学生、
近隣地域の市民対象／仁平（☎090
－4006－1023）
★日野市民九条の会1周年記念集
会「九条を持つ独立した国につく
りなおしたい」 　12月16日㈰午後1
時30分～ 4時／市民会館大ホール／
講師・澤地久枝氏（作家）／ 500円

（資料代）／同会（西郷☎587－3533）

フリーマーケット

★カントリーマーケット～クリス
マスフェアー　12月4日㈫～ 8日㈯
午前10時～午後6時／クレア・ホー
ム＆ガーデン（日野本町）／ドー
ル、パッチワーク、カントリーグッ
ズ／同会場（岩﨑☎582－1313）
★みんなでフリーマーケット！出
店者募集　12月9日㈰午前10時～午
後3時※午前9時30分受付開始／日野
中央公園／ 50店／ 1区画1千500円／
リユース・コネクト（☎03－6380－
6285）へ申込※当日受付可

スポーツ

★ミニバスケットボールクリニック
12月15日㈯午前10時から／三沢台
小／講師・川北準人氏（東京成徳大
学バスケットボールクラブ監督）／
指導者・選手への実践指導／市内小
学生チーム対象／日野市ミニバスケ
ットボール連盟（藤井☎584－4080）
★日野市ビーチボール協会「フレン
ドリーカップ大会」　12月16日㈰午
前9時受付開始／南平体育館／女子
の部、混合の部※日本ビーチボール
協会認定ルール適用／中学生以上の
市内在住･在勤･在学者対象／ 600円
※中・高校生300円。当日徴収／ 12
月9日㈰までに同協会競技部（大貫
☎090－2211－5461 587－5870）へ
申込
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