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講習・学習会

★子どもや教育を語ろう⑪「子ども

にとっての水や太陽とその目印」

8月11日—午後2時～4時／ひの社会
教育センター／椿坂（ò591－2267）
★力動的心理療法を学ぶ 8月21日
Õ午後1時30分～4時／多摩平の森ふ
れあい館／ジェンダーの視点から人
格障害を学習／1千円／人間関係研
究会（酒井ò583－7592）
★学校図書館連続講座ＰａｒｔⅦ

8月25日—午前9時～午後4時10分／
実践女子大学香雪記念館（大坂
上）／学校教育における学校図書館
の役割 。3講座と交流会／講師・
紺野順子氏（実践女子大学講師）
／各講座1千円（資料代）／日野市
の学校図書館をもっとよくする会
（板垣ò581－8164午後7時30分以降）
へ申込
★介護予防教室「尿もれで悩まない

イキイキ生活！」 8月30日～11月
22日の隔週木曜日午後1時30分から
（7回）※5回目のみ10月26日–／福
祉支援センター／講師・日本コンチ
ネンス協会 ／20人程度／8月17日
–までに在宅介護支援センター・高
幡（ò591－1294）へ
★ホームヘルパー（訪問介護員及び

障害者（児）居宅介護従業者）養成

研修（2級） 9月1日—～12月15日
—の土曜・日曜日※実習は平日／至
誠キートスホーム（立川市）／20人
※申込多数の場合は抽選／7万円
（受講料 ）／8月28日Õ（必着）ま
でにハガキまたはＦＡＸで。住所、
氏名、年齢、職業、希望動機、電話
番号を記入し、〒190－0022立川市
錦町6－28－15至誠ホーム（大澤ò
527－0035 527－2646）へ
★日野国際友好クラブ「日本語ボラ
ンティア教師養成講座」 ①9月4日
～10月23日②10月30日～11月27日の
毎週火曜日午後7時～9時10分／中央
福祉センター／講師・倉持益子氏
（神田外語大学講師） ／ボランテ
ィア教師として活動希望の方対象／
各50人／①基礎コース8千円（8回）
②実践コース5千円（5回）／8月25
日—までに往復ハガキで。往信用裏
面に希望コース（両方受講可）、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話
番号を記入し、〒191－0011日野本
町5－11－13高野睦子（ò584－5508
午後7時～9時）へ
★都立立川ろう学校公開講座「中級

手話Ｂ」 9月20日～10月18日の毎
週木曜日午後2時～4時（5回）／同
校（立川市）／読み取りと手話表
現／中学生以上対象／20人／8月24
日–（必着）までに往復ハガキで。
往信用裏面に住所、氏名（ふりがな）、

年齢、電話番号を記入し、〒190－
0003立川市栄町1－15－7同校公開講
座係（ò523－1359 523－6421）へ
★都立富士森高校公開講座「創作七

宝工芸入門」 10月6日—・13日
—・20日—午後1時30分～4時30分※
20日は午後0時30分から／同校（八
王子市）／20人※申込多数の場合は
抽選／4千円（受講料 ）／8月15日
Œまでに往復ハガキで。往信用裏面
に講座名、住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を記入し、〒193－0824八
王子市長房町420－2同校（ò042－
661－0444）へ
★都立日野高校公開講座 ①初級フ
ランス語…10月13日—・27日—、11
月3日è・24日—、12月8日—午後１
時30分～4時30分／25人②オカリナ
製作講座…10月20日—・21日À・28
日À午前9時30分～午後3時30分※20
日は午後1時30分から／①25人②20
人／同校（石田）／都内在住・在勤
の成人対象／①2千円②3千円※受講
料 ／8月2日œ～14日Õ（必着）に
往復ハガキで。往信用裏面にどちら
か１つの講座名、住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入し、〒191－
0021石田1－190－1同校公開講座係
（ò581－7123）へ

講演会

★日野精神障害者家族会講演会「統

合失調症の理解と対応」 8月4日—
午後2時から※午後1時から幻覚疑似
体験コーナー ／生活･保健センタ
ー／講師・岩下覚氏（桜ヶ丘記念病
院医師）／片岡（ò592－8993）
★学級や家庭での（1人ひとりのこ

どもに応じた）コミュニケーション

支援 8月24日–午前10時～正午／
都立七生養護学校（程久保）／講
師・藤野博氏（東京学芸大学准教
授）／8月20日ÃまでにＦＡＸで。
氏名、所属、電話番号を記入し、同校
（平井ò591－1095 593－5537）へ

ごあんない

★たかはた北保育園プール開放 8
月6日Ã～8日Œ午前10時～11時／詳
細は問い合わせを／同園（三浦ò
591－5003月曜～金曜日午前9時～午
後4時）
★青空フリーマーケット出店者募集

8月11日—午前10時から※当日受付
午前9時30分から／日野中央公園／
１区画1千500円／リユース・コネク
ト（ò03－6380－6285）へ申込
★東京光の家から ▼愛のサウンド
フェスティバル～正秋バンドチャリ

ティーコンサート…9月1日—午後1
時30分から／パルテノン多摩／2千
円▼視覚障害者ガイドヘルパー講習

…9月7日–～9日À／同施設（旭が
丘）／有資格者15人、初心者5人／
介護福祉士等の有資格者2万5千円、
初心者2万7千円（いずれも受講料
）／いずれも同施設（ò581－

2340 581－9568）へ申込
★建築無料相談 9月3日Ã午後1時
～5時／東京都立川合同庁舎※直接
会場へ／耐震診断等建築全般の相談
に建築士が対応／¡東京都建築士事
務所協会西部支部（ò591－6466）
★東京ウィメンズプラザフォーラム

朗読劇「60歳のラブレター」出演者

募集…10月12日–東京ウィメンズプ
ラザで公演あり／詳細は問い合わせ
を／劇団ＴＣＴ（後藤ò591－3654）
★多摩童謡友の会～童謡詩募集 形
式自由、400字詰原稿用紙に縦書き
※入選作品は補作する場合 ／１編
1千円／8月20日Ã（必着）までに1
編ごとに住所、氏名、年齢、職業、
電話番号を記入し（複数編同封可）、
〒206－0013多摩市桜ヶ丘1－49－5
同会「あなたも童謡詩人」選考委員
会（ò042－375－8558）へ
★ひの社会教育センターから ▼高
山佳子と童謡をうたう会…月3回土
曜日午前10時30分～午後0時15分▼
ブリーズィングヨガ▼マッスルヨガ
▼2～3歳児子ども教室▼青少年定例
教室体験者募集！…こども料理、ド
ラム、けん玉、習字、剣道、トラン
ポリン、こども絵画、ミュージカル、
合唱団、スポーツ／いずれも費用等、
詳細は問い合わせを／同センター
（ò582－3136）

もよおし

★日本自然保護協会全国調査協力観

察会「セミのぬけがらさがし」 ▼

子連れお散歩かんさつ会…8月5日À
午前10時京王動物園線多摩動物公園
駅改札集合／程久保川遊歩道／乳幼
児連れの方歓迎／100円※子どもは1
家族何人でも100円／村岡（ò591－
8441）へ申込▼自然観察会…8月19
日À午前10時～正午／高幡不動尊／
小学生（保護者同伴）以上対象／先
着30人／小久保（ò582－1538）へ
申込／いずれも帽子、飲み物、おや
つ、虫よけ、虫めがね持参
★津山会30周年記念チャリティーゆ

かたざらい・源義経ゆかりの平山節

の集い 8月19日À正午～午後4時／
市民会館小ホール※直接会場へ／
200人／津山（ò583－6981）
★「四季の会」ダンスパーティー

8月19日À午後1時～4時／ひの社会
教育センター／700円／同会（川畑
ò090－8892－8938）

美術・音楽

★真夏のファミリーコンサート 8
月5日À午後2時～3時30分／多摩療
護園（程久保）／出演・後藤かを
る＆ミュージシャンの仲間たち／同
園（山下ò591－6885）
★お義

か

母
あ

さんとお嫁さんの二人
ふ た り

展～

花かっぱ商店街～夏の大感謝祭 8
月7日Õ～12日À午前11時～午後7時
※12日は午後5時まで／とよだ市民
ギャラリー／手作りの布・紙粘土人
形／板橋（ò585－6696）
★民謡ゆかたの集い 8月12日À午

前10時から／新町交流センター／講
習曲浄土ヶ浦小唄 ／三味線・尺八
同好会（風間ò581－0127）
★うたごえｉｎひの 8月18日—午
後6時～9時／多摩平の森ふれあい
館／唱歌等の大合唱／800円（軽食
付き）／前田（ò090－8811－4012）

スポーツ

★スポ－ツ吹き矢を体験してみませ

んか 8月5日À・13日Ã・20日Ã・
27日Ã午後6時30分～8時／市民陸上
競技場／高齢者歓迎※見学時に詳細
説明／スポーツ吹矢協会東京日野支
部（野崎ò090－6508－3323）
★日野市テニス協会「秋季女子ダブ

ルステニス大会」 9月8日—・15日
—※予備日29日—／多摩平第1公園
テニスコート／リーグ戦、トーナメ
ント戦／市内在住･在勤･在学者、会
員対象／1組4千円※会員3千円／8月
10日–（必着）までに現金書留で。
住所、氏名、電話番号を記入し、〒
191－0015川辺堀之内481－7稲葉麻
由実（ò587－5108）へ

会員募集　　　　　　　　　　

★女声合唱団Ｃｏｒｏ Ｌｉｎｏ

月3～4回土曜日午後6時30分から／
ロ・スパーツィオ（豊田駅南口）／
ア・カペラを中心にメンデルスゾー
ン作品等を原語で歌う※体験歓迎／
月3千円※指導 ／宇賀神（ò584－
3126）
★サッカー「（仮称）Ｆ．Ｃ.ＨＩＮ

Ｏジュニアユース」 毎月水曜・土
曜・日曜日（10回程度）／二小 ／
中学生対象※体験・見学歓迎／月2
千円／松浦（ò090－7220－6503）
★女声合唱団コーア・テレージアツ

ヴァイテ 毎週土曜日午後2時か
ら／勤労･青年会館 ／三善晃作
品 ／会費等、詳細は問い合わせ
を／天野（ò583－3042）
★フラワーサークル「ローズマリー」

月2回水曜日午前10時30分～正午／
生活･保健センター ／1回2千600円
（材料費）※指導 ／和泉（ò090－
2663－9982）
★混声4部合唱団「あざみの花」高

幡会場 月2回日曜日午前10時～正
午／東部会館 ／月2千円※指導
／中野（ò585－1454）
★初心者の版画サークル「版楽会」

毎月第2火曜日午前10時～正午／中
央公民館高幡台分室 ／初心者対
象／10人／月2千円※指導 ／佐野
（ò587－4884）
★バンビーニ 月3回土曜日午前10
時30分～正午／新川辺地区センタ
ー ／歌、踊り、演技、発声指導※
ミュージカル等の出演 ／園児～中
学生対象／月2千500円※指導 ／福
本（ò090－7248－9515）
★マリリン 毎週水曜日午前10時30
分～正午／中央公民館高幡台分室
／中高年者のためのボールエクササ
イズ／15人／入会金1千円、月2千
500円※指導 ／バスタオル持参※
動きやすい服装で／愛甲（ò591－
8877）
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