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★実践女子大学から　 ▼香雪記念資
料館所蔵品展〜山水への憧れ　12月
22日㈯までの午前11時～午後4時※
閉館日は問い合わせを／同大学香雪
記念資料館（大坂上）／庶務担当

（☎585－8817） ▼秋の生活文化フォ
ーラム…①11月21日㈬午後2時40分
から／実技講習会・みんなであそぼ
う　わらべうた／講師・近藤信子氏

（音楽教室とんとんやかた主宰）②
12月8日㈯午後1時30分から／特別講
演会・生物の進化に学ぶ乳幼児期の
子育て／講師・斎藤公子氏（さくら
保育園創設者）／いずれも同大学

（大坂上）／動きやすい服装で／生
活文化学科（☎585－8918）へ申込
★３Ｂ体操対象別体験会　①11月5
日㈪・19日㈪午前10時から…0歳児
の親子、午前11時から…1 ～ 3歳児
の親子、午後1時30分から…成人女
性②15日㈭・22日㈭午前10時から…
成人女性対象／①新町交流センター
※成人女性は新町1丁目アパート集
会室②市民会館／各回10組程度／
300円（保険料ほ

か
ほ
　
か）／飲み物、運動

用上履き持参／永尾（☎587－3796）
へ申込
★暮らしの無料相談会　11月10日㈯
午後1時～ 4時30分／勤労・青年会
館／相続、遺言ほ

か
ほ
　
か／同会（樋口☎

090－9857－4820）へ申込
★ふれあい無料法律相談会　11月10
日㈯午前10時～午後4時、11日㈰午
前9時30分～午後3時30分／日野市産
業まつり会場（日野中央公園ほ

か
ほ
　
か）※

直接会場へ／東京司法書士会三多摩
支会（刈谷☎042－499－7299）
★遺言・相続の無料相談会　11月11
日㈰午後1時～ 5時／生活･保健セン
ター／ 10人／高齢者支援センター

（石川☎586－2916）へ申込
★体験保育にいらっしゃいませんか
11月13日㈫～ 15日㈭午前9時～ 11時
30分／ひよこハウス多摩平／ 0歳児
親子対象／ 1日先着3組／同園（☎
582－8861）へ申込
★ベビーマッサージ　11月14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
★歯科衛生士募集　介護施設等の利
用者に対する「口腔ケア」の指導／
事前研修に参加できる有資格者対象
／詳細は問い合わせを／日野市歯科
医会（斎藤☎586－2101）
★夕食（弁当）配達員募集　午後3
時45分から2時間程度／詳細は問い
合わせを／ＮＰＯ法人日野たすけあ

いワーカーズ・Ｂｅすけっと配食
サービス（☎585－0133）
★調理師募集　詳細は問い合わせを
／さわらび保育園（☎581－0731）
★ひの社会教育センターから　▼キ
ネシオテーピング・ベーシック講座
…11月4日㈰ ▼ナナさんのてづくり
おもちゃ教室「Ｐｏｐ ｕｐクリス
マスカード」 ▼日野けん玉大会参加
者募集 ▼同センターバザー (11月25
日㈰開催)提供品受付中 ▼ おひさま
手づくり市 ▼受付事務スタッフ募集
／いずれも費用等、詳細は問い合わ
せを／同センター（☎582－3136）

★東京都看護職員復職支援研修　11
月～平成20年3月※各病院で異なり
ます／東京都指定24病院で実施／ 1
病院3種類（1日、5日間、7日間）で
講義、実習、職場紹介ほ

か
ほ
　
か／保健師、

看護師等の有資格者対象／詳細は問
い合わせを／東京都看護協会看護師
等確保対策事業係（☎03－5229－
1525 03－5229－1524）
★リフレッシュ日野英語サークル体
験楽習　11月2日㈮・16日㈮・23日
㈷午前10時～ 11時30分／新町交流
センター／初心者対象／ 5千円／新
婦人（長

は せ

谷☎090－1554－7436）
★日野の自然を守る会から　 ▼ミニ
観察会「中央線沿線ウオッチング
78甲斐大和駅・大鹿山」…11月4日
㈰午前7時20分ＪＲ高尾駅2番線中央
階段下集合／山本（☎042－621－
0934午後7時以降） ▼ 観察会「小さ
い秋みつけた②」…11月10日㈯午前
9時小田急多摩線唐木田駅前集合／
都立小山田緑地公園（町田市）／中
嶋（☎581－6939午後8時以降）／い
ずれも費用等、詳細は問い合わせを

▼雑木林シリーズ⑯梵天山の手入れ
…12月2日㈰午前9時30分豊田駅北口
集合／動きやすい服装・靴で※軽食
等用意あり あ

　
り／飯島（☎042－676－8927

午後9時以降）
★押し花体験会　11月6日㈫・27日
㈫…新町交流センター、22日㈭…豊
田下地区センター、29日㈭、12月13
日㈭…多摩平の森ふれあい館※2回
を選択。1回でも可／いずれも午前
10時～正午／①花押し②額作成／ 2
回1千円／志村（☎583－9200午後5
時30分以降）へ申込
★古典文学シリーズ「徒然草を読む」
　11月6日㈫、12月4日㈫・18日㈫午
前10時～正午／講師・青木登氏（紀
行作家）／費用等、詳細は問い合わせ
を／㈶社会教育協会（☎586－6221）
★日野マジッククラブ〜マジックを
始めてみませんか　11月7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

★水墨画の年賀状作り体験会　11月
9日㈮午後1時30分～ 3時30分／中央
公民館／初心者歓迎／先着20人／ 1
千円（材料費ほ

か
ほ
　
か）／書道用具一式持

参※筆・墨汁貸与あり あ
　
り／紫水会（海

か い や

谷
☎581－8364）へ申込
★幾何学の思想「ユークリッド幾何
学から非ユークリッド幾何学へ」　
11月10日㈯・24日㈯、12月1日㈯午
前10時30分～正午／実践女子学園生
涯学習センター（大坂上）／講師・
佐藤義

よし

隆
たか

氏（実践女子大学非常勤講
師）／ 3千150円／筆記用具持参／
同センター（☎589－1212）
★佐藤彦五郎日記を読み合う　11月
11日㈰午前10時～正午／新町交流セ
ンター／ 200円（資料代）／佐藤彦
五郎友の会（吉澤☎583－5944）
★和紙ちぎり絵体験会　11月12日㈪
午後1時30分から／新町1丁目アパー
ト集会室／季節の花／ 10人／未経
験者対象／ 500円／おしぼり持参／
奥田（☎090－2427－7790）へ申込
★ＮＰＯ法人日野福祉の学校連続講
座　11月10日㈯午後2時～ 4時／ひ
の社会教育センター／生活習慣が健
康を左右する／講師・貴志義孝氏

（首都大学東京研究員）／ 800円※
会員500円／同校（☎586－4044）
★地方自治権論研究会「憲法と国家
論」　11月13日㈫午後7時から／ＮＰ
Ｏ法人日野・市民自治研究所（日野
本町）※直接会場へ／講師・杉原泰
雄氏（一橋大学名誉教授）／ 15人
／ 500円（資料代）／同研究所（☎・

589－2106）
★家事家計講習会「暮らしを元気に
する家計簿」　①11月15日㈭・17日
㈯午前10時～正午…多摩友の家（万
願寺）②15日㈭午前10時～ 11時45
分…多摩平の森ふれあい館／①500
円②400円※予約制で託児あり（①
200円②300円※軽食付き）／多摩友
の会（寺部☎593－4377）
★障害をもつ私たちの生き方　11月
18日㈰午後1時30分～ 4時／生活･保
健センター／重度障害者が語る現状
と問題／先着50人／ 11月9日㈮まで
に自立生活センター・日野（大川☎
594－7401 594－7402）へ
★日野市障害者就業支援セミナー　
11月22日㈭午後2時～ 5時／シンポ
ジウム・障害者の就業促進と地域
ネットワークの役割／工房夢ふうせ
ん（旭が丘）／都立七生養護学校

（☎591－1095 593－5537）へ申込

★戦争を考える26「米軍再編で進
む日本の対米従属〜軍事支援から軍
事参加へ」　11月10日㈯午後1時30分
から／三鷹市市民協働センター／講
師・湯浅一郎氏（ピースリンク広
島・呉・岩国）／ 500円（資料代）
／うちなんちゅの怒りとともに！三
多摩市民の会（古

ふるしょう

荘☎592－3806）
★日野精神障害者家族会「親亡きあ
とと親あるうちに」　11月17日㈯午
後2時～ 4時／生活･保健センター／
講師・町田博子氏（社会福祉法人日
野市民たんぽぽの会理事長）／片岡

（☎592－8993）
★生きる〜極限で私を支えたもの　
11月17日㈯午後2時～ 4時／市民会
館大ホール／㈳日野市医師会 （牛

尾☎584－0667）
★足腰を丈夫にして若返り　11月17
日㈯午後1時30分～ 4時／多摩平の
森ふれあい館／講師・渡辺公一郎氏
／ 500円※会員無料／日野生涯現役
を進める会（大山☎581－7544）

★ ｢優雅｣ 社交ダンスパーティー　
11月3日㈷・11日㈰午後1時～ 4時／
新町交流センター／各回700円（果
物、飲み物付き）／同会（高橋☎
090－3532－3794）
★日野市ダンススポーツ連盟秋季ダ
ンスパーティー　11月10日㈯午後2
時～ 5時／南平体育館／ 1千200円※
前売り1千円。プロのデモあり あ

　
り／平野

（☎581－0891）
★新選組を語る会「新選組と出会っ
た人々」　11月11日㈰午前11時～午
後4時／高幡不動尊／講演、昼食会、
小島資料館バス見学会／講師・伊東
成郎氏／ 4千円（昼食会費ほ

か
ほ
　
か）／日

野新選組同好会（☎592－2256 592
－3629）へ申込
★全日本刀道「古武道奉納演武会大
会」　11月11日㈰午前10時～午後4時
／高幡不動尊五重塔ホール／団体戦
※午後2時～ 3時天然理心流演武あり あ

　
り

／同連盟（中澤☎592－1505）
★日野新潟県人会50周年記念バー
ベキュー大会　11月11日㈰正午～午
後2時／多摩テック（程久保）／新
潟県出身者以外の方も歓迎／ 3千
500円（入園料ほ

か
ほ
　
か）※中学生2千円、

小学生1千円、未就学児無料／同会
事務局（中村☎583－7053）へ申込
★日野市ミニテニス協会レディース
大会　11月16日㈮午前9時15分～午
後3時30分／南平体育館／ダブルス
※ペアで申し込み／ 700円（保険料
ほ
か

ほ
　
か）※会員500円／ 11月9日㈮まで

に同協会（五十嵐☎592－5682）へ
★東京都勤労者山岳連盟多摩西部地
区連盟「ハイキング」　11月18日㈰
／高川山（956㍍）／ 65歳までの初
心者対象／費用等、詳細は問い合わ
せを／川

か わ だ

和田（☎592－2536）

★たんぽぽの家ミニバザー　11月3
日㈷午前11時～午後2時／同施設

（高幡）／リサイクル品、無添加調
味料、手作りケーキ販売ほ

か
ほ
　
か／同施設

（松本☎599－7299 599－7203）
★フリーマーケット出店者募集　11
月11日㈰、12月9日㈰午前9時～午後
3時／高幡不動尊境内／ 2千円／リ
サイクル運動友の会（☎579－4003）
★みんなでフリーマーケット！出店
者募集　11月23日㈷午前10時～午後
3時※当日受付は午前9時30分から／
日野中央公園／ 50店舗／ 1区画1千
500円／リユース・コネクト（☎03
－6380－6285）へ申込
★フリーマーケット出店者募集　12
月2日㈰午前9時～午後3時／富士電
機体育館／先着40店／ 1区画1千円
／日野市明るい社会をつくる会（佐
藤☎・ 583－0868）へ申込
★夢ふうせんバザーに物品の提供を
　平成20年2月3日㈰に行われるバ
ザーに物品の提供を／同施設（☎
587－8630）
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