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★地方自治権論研究会「憲法と国家

論～民主主義と立憲主義の国家を求

めて」 6月19日Õ午後7時から／Ｎ
ＰＯ法人日野･市民自治研究所（日
野本町）／講師・杉原泰雄氏（一橋
大学名誉教授）／10人／同研究所
（ò･ 589－2106）へ申込
★「彫刻造形展ひの」講習会～陶芸

…ビヤカップ、抹茶茶碗を作る 6月
21日œ・28日œ午後1時～4時／造形
工房自遊自感（日野本町）／各回3
千500円（材料費 ）／持ち物等、
詳細は問い合わせを／田宮（ò
090－2448－2298）へ申込
★ひこばえ短歌会 6月22日–午前
10時～正午／中央公民館高幡台分
室／初心者歓迎／1千円／佐川（ò
592－7781）
★墨絵学習会 6月23日—午後1時30
分～4時／中央公民館／竹の描き
方／講師・丁長林氏／10人／650
円／書道用具一式持参／同会（ò
042－664－6022）へ申込
★佐藤彦五郎日記を読み合う 6月
23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ò583－5944）
★中国の家庭料理（ワンタン）を作

ってみませんか？ 6月24日À午前
10時～午後1時／中央公民館高幡台
分室／1千円／持ち物等、詳細は問
い合わせを／●

にい

好
はお

会（趙
ちょう

ò090－
6024－7050）へ申込
★日野ＷＷＷクラブから　▼ワード

中級講習会…7月1日À～12月中旬の
日曜日午前9時30分～11時30分（20
回）／地図、資料作成の習熟／1回
500円▼ＢＬＯＧ講習会…7月15日～
12月の毎月第3日曜日午後2時～4時
30分（6回）／登録、画像、リンク
設定／パソコン持参／1回1千円／い
ずれも会場は豊田駅北交流センタ
ー／同会（可

か

児
に

ò584－0508）へ申込
★日野マジッククラブ「マジックを

始めてみませんか」 7月4日Œ午後3
時～4時／多摩平の森ふれあい館／
同会（小倉ò586－0367）へ申込
★2級ホームヘルパー養成講座 7月
4日Œ～9月23日èの月曜・水曜・金
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 ／35
人／5万6千800円（受講料 ）／6月27
日Œ午後5時までに同施設（ò523－
3552 523－7077）へ
★「高齢者のための口腔内ケア」無

料講習会～目標！80歳で自己歯20

本　7月5日œ午後1時30分～2時30
分／落川都営住宅地区センター／講
師・松田光三氏（歯科医師）／詳細
は問い合わせを／在宅介護支援セン

ター･ふれんど（ò599－0306）
★都立七生養護学校講習会 ①公開
講座…7月8日À・15日À午後１時30
分から、28日—午後0時30分から／
知的障害のある青年対象②ボランテ
ィア養成講座…7月8日À・15日À午
後2時から、28日—正午から／いず
れも往復ハガキで。往信用裏面に講
座名、住所、氏名、年齢、性別、電
話番号、②のみ学生は学校名を記入
し、〒191－0042程久保843同校（ò
591－1095）へ
★実践女子学園生涯学習センター

「介護事務講座」 9月11日Õ～14日
–午前10時～午後4時※6月29日–午
後6時30分から無料ガイダンス ／
同センター（大坂上）／費用等、詳細
は問い合わせを／同センター（ò
589－1212）へ申込

★相続と遺言に関する無料電話相談

6月15日–・16日—午前9時～午後6
時／相談電話番号042－648－8180
（小原）
★タイケナフ（ローゼル）の苗を頒

布します 6月17日À午後1時～3時
※雨天の場合18日Ã／生活・保健セ
ンター／茶、ジャム作りのプリント
配布／先着50人（1人2本まで）／環
境を考える会（ò583－9062）
★無料住宅相談 6月24日À午前10
時～午後3時30分／日野中央公園／
耐震相談、子ども工作教室 ／東京
土建日野支部（ò584－0280）
★こころ病む人と家族のくつろげる

場「フリースペースＴＯ
と

ＭＯ
も

へどう

ぞ」 6月24日À午後1時30分～5時
※都合のよい時間に／多摩平1丁目
地区センター／100円（茶代。家族
のみ）／ボランティアグループ「こ
すもす」（ò589－4399）
★栄光保育園から　▼離乳食栄養講

座…6月27日Œ午後4時から／1歳未
満児の保護者、妊婦さん等対象▼保
育士募集…平成20年3月までの午後1
時～8時の4～5時間程度／有資格者
対象／同園（ò593－1538）
★プリマベーラ20周年記念ダンスパ

ーティー 7月1日À午後1時30分～4
時／ひの社会教育センター／1千円
（軽食付き）／同会（ò090－7839－
1693）
★旭が丘ふれあい夏祭りボランティ

ア募集 7月28日—午後6時から／旭
が丘東公園※雨天の場合は東京光の
家／視覚障害者のヘルパー、祭りの
準備・片付け等※ステージ参加者募
集中。軽食 ／初心者歓迎／詳細は
問い合わせを／東京光の家ボランテ
ィア活動委員会（ò581－2340）
★パート保育士・看護師募集 午前
8時30分～午後0時30分／障害児担

当／有資格者対象／日野第二保育園
（小針ò581－3788月曜～金曜日午前
9時～午後4時）
★市民プ－ルアルバイト募集 7月
上旬～8月31日–午前8時30分～午後
6時30分／監視員、受付事務、駐車
場管理／高校生以上対象※詳細は問
い合わせを／シンコースポーツX市
民プール担当（原島ò583－5440）
★ひの社会教育センターから　▼盆

踊り太鼓教室…6月23日—・30日—
午後7時～9時▼夏休み短期教室参加
者募集…トランポリン、鉄棒、とび
箱、スポーツ教室、海遊びキャンプ、
川あそびキャンプ▼2～3歳児子ど
も教室▼親子ふれあいあそび1～2歳

児親子▼ジェンキンスのはじめて英

会話▼ＡＢＣからはじめる英会話／
いずれも費用等、詳細は問い合わせ
を／同センター（ò582－3136）

★ゴルフ入門講座 6月23日—～8月
2日œの毎週火曜・木曜・土曜・日
曜日／各クラス週1回6講座／サンコ
ーゴルフ練習場（上田）／各クラス
先着6人／1万5千円（入場料 ）／
時間等、詳細は問い合わせを／平山
（ò090－2414－6604）へ申込
★日野市ソフトテニス連盟から ▼
日野市選手権大会…7月1日À午前9
時～午後5時※予備日8日À／多摩平
第1公園テニスコート／1部・2部
（男子・女子）、壮年男子／1組1千
500円／6月25日Ãまでに土産田（ò
582－3398）へ▼中級者講習会…7月
5日œ午前9時～午後5時／旭が丘中
央公園テニスコート／300円（コー
ト代 ）／目黒（ò591－6605夜間）
★グラウンド・ゴルフ大会 7 月7
日—午前9時受付開始／市民陸上競
技場／8ホール3ラウンド※用具貸与　
／500円／6月29日–までに真崎

(ò･ 593－4536)へ
★日野市サッカー連盟フットサル大

会 7月22日À・29日À午前9時30分
から／市内体育館／一般の部、壮年
の部（35歳以上の方）※1チーム5～12
人登録可／1万5千円※登録選手5人
以上の連盟加盟チーム1万2千円。7
月1日À午後6時30分に行う代表者会
議で徴収／6月22日–までにチーム
名、代表者名、電話番号を記入し、〒
193－0942八王子市椚田町1214－1－
913鈴木将（ò080－3495－0435）へ

★日野新選組同好会公開例会 6月
17日À午後5時から／多宝ビル（高
幡）／新選組隊士・松本捨助余話／
講師・松本一男氏（松本捨助子
孫）／20人／500円／同会（ò591－
0317）へ申込
★戦争を考える25「韓国・平

ぴょん

澤
てく

の

闘いの今」 6月23日—午後1時30分
から／国分寺労政会館／ビデオ上映
と都裕史

と ゆ さ

氏（沖縄と韓国民衆連帯）
の講演／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

荘
しょう

ò592－3806）
★古老の語る郷土の移り変わり（講

演と映像） 6月24日À午後1時30分
～3時／南平駅西交流センター／講
師・清水守男氏（郷土史研究家）／

成人対象／60人／同センター運営委
員会（ò594－7500）へ申込
★出雲井

い ず も い

晶
あき

氏講演会「日本の神話と

あなたの生き方」 6月30日—午後6
時30分～8時15分／新町交流センタ
ー／渡辺（ò090－1113－2061）

★レゾンダ絵画展 6月19日Õ～24
日À午前10時～午後5時※24日は午
後4時まで／とよだ市民ギャラリ
ー／水彩、油彩、パステル画／土方
（ò587－5170）
★日野市アマチュア写真連合会写真

展 6月20日Œ～24日À午前10時～
午後5時※20日は午後1時から、24日
は午後3時まで／市民会館展示室／
吉田（ò090－6026－8419）
★かたくりサタデーコンサート 6
月23日—午後2時から／東光寺小／
出演・コール日野台、日本の歌合唱
団／上履き持参／是枝（ò585－
0662）
★パッチワークキルト展 6月27日
Œ～7月1日À午前10時～午後5時※7
月1日は午後4時まで／市民会館展示
室／小林（ò583－9125）

★多摩友の会「友愛セール」 6月
23日—午前10時30分～11時30分／三
沢中央会館（八幡神社社務所）／手
作りパン、ケーキ、雑貨ほか※喫
茶 ／同会（成瀬ò592－8227）
★カントリーマーケット 6月26日
Õ～30日—午前10時～午後6時／ク
レアホーム＆ガーデン（日野本町）／
手作り品の販売／岩±（ò582－1313）
★フリーマーケット出店者募集 7
月8日À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（ò579－4003）

★女声合唱団「コーロ・フィオレッ

ティー」 毎週火曜日午前9時30分
～正午／勤労･青年会館 ／見学・
体験歓迎／月4千円／増田（ò584－
0564）
★社交ダンス・スポーツ「華

はな

々
ばな

会」

毎週火曜日午後7時～9時／福祉支援
センター ／入会金2千円、月3千円
※プロの指導 ／清水（ò593－
9817）
★社交ダンスサークル「ル・レーブ」

月4回木曜日午後1時から／中央公民
館 ／基本重視／多少の経験者対
象／入会金1千円、月3千円※指導
／岡田（ò090－4388－7267）
★英会話「八王子ＥＳＳ」 毎週木
曜日午後7時～9時10分／八王子市民
会館 ／入会金2千円、月3千円※学
生2千円／佐藤（ò583－9916）
★ヴォーチェ･フローラ 毎月第2・
第4火曜日午前10時～正午／中央公
民館高幡台分室 ／童謡、日本・世
界の歌※ボイストレーニング ／女
性対象※見学歓迎／月2千円※指導
／筆記用具持参／広山（ò581－

8966午前中）
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