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講習・学習会

★パソコン・ステップアップ「デジ
カメ写真の編集・加工入門」 6月
の毎週月曜日午後6時～8時／豊田駅
北交流センター／2千円／七生パソ
コンクラブ（村上ò592－9518）へ
申込
★フラダンス講習会 6月の毎週火
曜日…高幡福祉センター、木曜日…
中央福祉センター／いずれも午後2
時～4時／未経験の初心者対象／各
クラス15人程度／動きやすい服装
で／詳細は問い合わせを／フラ・
オ・日野Association（山越ò･
593－0215）へ申込
★フラダンス体験レッスン 6月7日
œ午前10時～11時30分／多摩平の森
ふれあい館／20人／上履き持参※動
きやすい服装で／宮本（ò584－
6119）へ申込
★女声合唱団Ｃｏｒｏ Ｌｉｎｏ体
験教室 6月の第2～第5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、メンデル
スゾーン作品をドイツ語で歌う／宇
賀神（ò584－3126）へ申込
★子どもや教育を語ろう⑨「子ども
や私にとっての水や太陽⑦」 6月9
日—午後2時～4時／ひの社会教育セ
ンター／椿坂（ò591－2267）
★憲法連続講座「メディアが書かな
い憲法問題、教育裁判から見える東

京都の教育の現状」 6月9日—午後
3時から／社会教育協会（豊田駅北
口）／講師・澤藤統一郎氏（弁護
士）／40人／500円（資料代）／日
野・市民自治研究所（ò･ 589－
2106）
★つきあい上手になるために！～コ
ミュニケーション学講義と印象度ア

ップのヒント 6月10日À午後1時30
分～3時／社会教育協会ゆうりか
（豊田駅北口）／講師・晏在雅子氏
（健康カウンセラー）／30人／1千
500円／詳細は問い合わせを／同協
会（ò586－6221）へ申込
★ホームヘルパー公開講座「ヘルパ
ーの価値観を押し付けていません

か？」 6月15日–午前10時～正午
と午後7時～9時／生活･保健センタ
ー／講師・長尾洋江氏（ホームヘル
パー研修指導員）／ＮＰＯ法人福祉
カフェテリア事務局（ò582－7294）
へ申込
★菊作り講習会 6月16日—午後2時
～4時／金子橋地区センター／日野
市菊友会（志村ò581－5336）
★自然観察会「かえるの歌が聞こえ
てくるよ」 6月16日—午後5時30
分～8時30分／堀之内研修所（川辺
堀之内）／300円※小･中学生100
円／懐中電灯・筆記用具等持参／日

野の自然を守る会（富士ò042－
772－5300）
★女声合唱団「コーロ・フィオレッ
ティ」公開指導 6月19日Õ・26日
Õ、7月3日Õ午前9時30分～正午／
勤労・青年会館※7月3日は多摩平団
地西集会場（予定）。直接会場へ／
曲目・エーデルワイス ／初心者歓
迎／増田（ò584－0564）
★ゆかた着付け講習会 6月20日
Œ・7月4日Œ午後１時30分～3時30
分／会員宅（旭が丘）／先着10人／
ゆかた、帯等持参／たかくら小町
（野上ò・ 583－1959）へ申込
★マンション管理のセミナー及び無
料相談会 6月23日—午後1時30分～
4時30分／福祉支援センター／大規
模修繕工事を失敗しないために／講
師・津田勝弘氏（一級建築士）／30
人／日野市マンション管理士会事務
所（ò・ 594－3836）へ申込
★都立日野台高校公開講座　①デー
タベース入門…7月14日—･15日À･
21日—･22日À･28日—午前10時～午
後1時②書いて知る書体の歴史…7月
15日À・22日À午前10時～午後0時
30分／同校（大坂上）／定員・費用
等、詳細は問い合わせを／6月20日
Œ（消印有効）までに往復ハガキで。
講座名、住所､氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号を記入し、〒
191－0061大坂上４－16－1同校公開
講座係（ò582－2511）へ
★2級ヘルパー（訪問介護員）養成
講習 8月16日œ～11月30日–の月
曜・火曜・木曜・金曜日午後5時30分
～8時30分／多摩平5丁目ビル／5日
間の実習 ／市内と近郊在住者対
象／25人／8万6千800円（受講料 ）
／筆記用具、テキスト持参／福祉研
究会(ò582－1715 582－1714)へ申
込

もよおし

★演劇をみる会「あさかわ」例会～
モーツァルト・フィガロの結婚 6
月5日Õ午後6時30分から／市民会館
大ホール／入会金500円、2カ月4千
円／同会（山口ò586－6756）
★日野台幼稚園プレイルーム 6月6
日Œ午後1時～2時※7月4日Œ以降の
日程は問い合わせを／歌、製作 ／
未就園児と保護者対象／同園（ò
581－2615）
★「四季の会」ダンスパーティー
6月9日—・17日À午後1時～4時／新
町交流センター※17日はひの社会教
育センター／各回500円／同会（川
畑ò090－8892－8938）
★わくわくお話会 6月10日À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ò586－7230）

★子連れお散歩かんさつ会 6月10
日À午前10時京王動物園線多摩動物
公園駅改札集合／都立七生公園／乳
幼児連れの親子歓迎／100円※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（ò591－8441）へ申込
★｢優雅｣社交ダンスパーティー 6
月16日—午後6時～8時30分、7月1日
À午後1時～4時／新町交流センタ
ー／初心者歓迎／各回700円（果物、
飲み物付き）／同会（高橋ò090－
3532－3794）
★多摩市民ミュージカル「多摩ふる
さと物語Ⅴ」出演者募集・説明会と

ワークショップ 6月30日—午前10
時～午後4時／八王子いちょうホー
ル／10月14日Àに公演 ／小学生～
成人対象／弁当、運動靴持参※動き
やすい服装で／劇団空飛ぶひつじ
（川崎ò・ 583－0859）へ申込

講演会

★シンポジウム「森と健康を考える」
6月9日—午後1時～4時30分／市民会
館小ホール／学術講演 ／帝京科学
大学（ò0554－63－4411）
★中央大学公開講演会「あなたも裁
判官～裁判員制度により刑事裁判は

どう変わるか」 6月10日À午後2時
から／新町交流センター／講師・柳

や な

川
が わ

重規
し げ き

氏（同大学教授）／100人／
同大学学員会日野支部（鎌田ò
583－9040）
★田辺功（朝日新聞社編集委員）講
演会「賢い患者になる秘訣とお医者

さんの選び方」 6月10日À午後2時
～4時／市民会館大ホール／6月8日
–までにＡＳＡコールセンター（ò
527－0643月曜～金曜日午前10時～
午後5時）へ

ごあんない

★ベビーマッサージ 6月11日Ã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／300
円（オイル代 ）／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
ò・ 592－1719）へ申込
★遺言・相続の無料相談会 6月17
日À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ò586－2916）へ申込
★「都立七生養護学校」学校公開
6月19日Õ午前9時～正午／小学部、
中学部、高等部※詳細は問い合わせ
を／予約制で教育相談 ／同校支援
相談室（ò594－4401）
★つながろう・たすけあおう（発達）
障がい児の親の集まり 6月28日œ
午前10時～11時30分／生活･保健セ
ンター※直接会場へ／参加希望で当
日都合の悪くなった方は土谷（ò
・ 594－2794）へ
★浅川サバイバルレース参加者・ボ
ランティアスタッフ募集 7月15日
À午前9時から※雨天実施／コー
ス・鶴巻橋～ふれあい橋（11㌔）／
6月30日—までに同実行委員会（ò
・ 042－628－0141)へ
★多摩ブルー・グリーン賞応募者募
集 中小企業・個人事業者の優れた
技術・製品と新しいビジネスモデル

に対し表彰／多摩地域に事業拠点を
置く中小企業・個人事業者等対象※
自薦､他薦問わず／各最優秀賞100万
円、優秀賞50万円贈呈／9月20日œ
までに同事務局（たましん法人テレ
フォンセンターò526－7739）へ
★非常勤保育士募集 月曜～金曜日
※月1～2回土曜日出勤 ／詳細は問
い合わせを／たかはた北保育園（三
浦ò591－5003月曜～金曜日午前9時
～午後4時）
★夕食配達員募集 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（ò585－0133）
★ひの社会教育センターから ▼中
高年ハイキング…7月2日Ã／皇海山

す か い さ ん

ほかツアー ▼いきいき健康講座

「体脂肪と血圧とのつきあい方」…6
月23日—午後1時30分～3時▼こども
アート教室…毎週土曜日午後2時か
ら▼はじめてのドラム教室▼親子体
操教室▼ナナさんの手作りおもちゃ

「マグネットシアター作り」▼水彩

スケッチ教室▼書道教室▼どようア

ートスペース（成人絵画）▼ヴァイ

オリン体験講座／いずれも費用等、
詳細は問い合わせを／同センター
（ò582－3136）

スポーツ

★サッカー4級審判取得講習会 6月
17日À午前9時～午後5時／講義・市
役所5階505会議室、実技・市民陸上
競技場※雨天の場合は七小／中学生
以上で新規資格取得希望者対象／先
着130人／7千500円（受講料 ）、ユ
ース・Ｊユース5千500円／6月７日
œまでに申込書（市文化スポーツ課、
市民陸上競技場、南平体育館にあり）
を、〒191－0043平山4－17－17－
101日野市サッカー連盟城戸（ò
090－7223－4982）へ
★日野市ソフトテニス連盟「中学生
合同練習会」 6月17日À午後1時～
5時／三沢中／（萩原ò080－6586－
0567）
★レクスポーツ交流会（レク卓球＆
ミニテニス） 6月24日À午前9時～
午後4時／南平体育館／初心者教室
あり※ラケット貸与／500円（保険
料 ）※当日徴収／シューズ、弁当
持参／ＮＰＯ法人日野市レクリエー
ション協会（馬場井ò593－6323）
へ申込
★日野市ミニテニス協会レディース
大会 6月29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※会員500
円／6月15日–までに同協会（五十
嵐ò592－5682）へ
★日野市卓球連盟選手権大会（ダブ
ルス） 7月8日À午前9時から／南
平体育館／男女、混合、中学男女※
詳細要項は南平体育館、市文化スポ
ーツ課に ／市内在住・在勤・在学
者、加盟会員対象／6月19日Õまで
に、〒191－0041南平5－6－2今井勇
（ò591－5899）へ
★東京都アクアスロン選手権大会
7月8日À正午から／市民プール及び
浅川河川敷周辺／500人／費用等、
詳細は問い合わせを／6月17日À
（必着）までにエムスポエントリー
デスク（ò042－370－7431）へ
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