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★NPO法人日野・市民自治研究所
から �地方自治権論研究会「憲法

と国家論」を読む…5月15日Õ／10
人�教育基本法研究会「君が代伴奏
拒否処分と最高裁判決」…5月16日
Œ／10人�自治体財政分析研究会
「エクセルを使って日野市の歳入を

分析」…5月18日–／5人／いずれも
午後7時から／会場は同研究所（日
野本町）／詳細は問い合わせを／同
研究所（ 589－1854）へ申込
★大正琴講習会 5月16日Œ・23日
Œ午後2時～5時／多摩平の森ふれあ
い館／初心者・経験者対象／貸し
琴 ／飛

とび

田
た

（ò586－7132）
★菊作り講習会 5月19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）
★南平駅西交流センター運営委員会
講演会「よくわかる老人介護の話」

5月20日À午後1時30分～3時／同セ
ンター／介護の方法、内容、費用
／先着60人／筆記用具持参／同セン
ター（ò594－7500）へ申込
★ゆかた着付け講習会 5月21日Ã
午前10時～正午／新町交流センター
／10人／1千円／ゆかた一式持参／
華の会（松本ò586－3675）へ申込
★介護予防教室「転ばぬ体操1･2･
3！今日からあなたは転倒知らず」

5月22日Õ・29日Õ、6月11日Ã・25
日Ã、7月9日Ã・23日Ã午前9時30
分～11時30分／川北地区センターな
ど※詳細は問い合わせを／講師・健
康運動指導士／在宅介護支援センタ
ー・かわきた（ò589－1710）へ申込
★妊婦さんあつまれ！あかちゃんの
育児体験学習 5月25日–、7月10日
Õ、8月7日Õ、9月11日Õ、11月27
日Õ、平成20年1月18日–午前10時
30分～11時30分／5月は保育トピッ
クス※各月の内容は問い合わせを／
至誠第二保育園内子育てひろば・至
誠スマイル（石原ò581－0446午前8
時30分～午後2時）
★映画「六ヶ所村ラプソディー」自
主上映会と監督講演会 5月26日—
午後1時～5時／中央大学多摩キャン
パス／講師・鎌仲ひとみ氏（映画監
督） ／500円※前売り400円／杉田
（ò080－1075－6735）
★「介護する人の心理・介護される
人の心理」どう快適に過ごせるのか

を考える！ 5月30日Œ午後1時30分
～3時30分／新町交流センター／24
人／1千円（資料代 ）※無料相
談 ／癒しのいおり楽楽庵（鮫島ò
585－6552）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」 6月6日Œ午後
2時30分～4時／多摩平の森ふれあい

館／同会（小倉ò586－0367）へ申込
★介護予防実践運動指導員養成講座
6月6日～7月4日の水曜･土曜･日曜日
(9回)／費用等、詳細は問い合わせ
を※パンフレット郵送可／¬社会教
育協会(ò586－6221) 
★土曜のひろば日野宿講座「食物た
んけん～料理に関心を持とう」 6
月16日、8月25日、10月20日、11月
17日、平成20年1月26日、3月15日の
土曜日午前9時30分～正午／中央公
民館／全回参加できる小学生対象／
20人程度／各回300円／5月25日–ま
でに往復ハガキで。往信用裏面に住
所、氏名、保護者名、電話番号、学
校名を記入し、〒191－0012日野
1111－1ニューロシティＦ－1507齋
藤正子（ò090－1600－5564）へ

★相続と遺言に関する無料電話相談　
5月15日Õ・16日Œ午前9時～午後
6時／相談電話番号042－648－8180
（小原）
★あしなが育英会あしながレインボ
ーハウス「心のケアプログラム説明

会」 5月19日—・20日À午前10時
15分～午後2時／同施設（百草）／
施設見学、ケアプログラム（6月23
日～平成20年3月の土曜・日曜日午
後2時～4時30分）の内容説明 ／
小・中学生の遺児と保護者対象／同
施設（ò594－2418）へ申込
★ほっとスペース産後うつママの会
5月24日œ午前10時～正午／多摩平
の森ふれあい館／100円（茶代）／
同会（鈴木ò586－7161）
★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」 5月26日—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）
★都内一斉大気汚染（NO2）測定に
参加してみませんか？ 5月31日œ
～6月1日–／100円（カプセル
代）／詳細は問い合わせを／日野あ
おぞら連絡会（ò堀内584－6305）
★福祉まつりに物品の提供を 6月3
日Àに行われる福祉まつりのバザー
に衣類、雑貨等（家具、家電製品を
除く）の提供をお願いします。詳細
は各施設にお問い合わせください　
�すずかけの家(ò591－7561) �日
野市手をつなぐ親の会サン3ショッ

プ青い鳥（南平店ò593－3141）
★非常勤職員募集 生活介護支援員
…火曜～土曜日、送迎運転手…月曜
～土曜日午前・午後／社会福祉法人
夢ふうせん（宮島ò587－8630）
★世話人・生活支援員募集 週1日
から／ケアホームわんど（万願

寺）／障害者の介助・家事等／女性
対象※ヘルパー有資格者歓迎／同施
設（笠間ò586－0357）
★ひの社会教育センターから �お

ひさま手づくり市開催…5月27日À
午前10時から�東部会館1～2歳児親
子体操�2～3歳児子ども教室�1～

2歳児親子体操�青少年事業参加者

募集！…木曜・土曜･日曜日／いず
れも費用等、詳細は問い合わせを／
同センター（ò582－3136）

★日野・八王子アマチュアボクシン
グ連盟講習会 5月からの１年間毎
週月曜～金曜日午後5時～8時、土曜
日午前9時～正午※祝日を除く／日
野自動車健保プラザ（日野台）／月
５千円※小学生～高校生3千円／同
連盟（ò090－4004－8634）
★日野市ミニテニス協会講習会 6
月2日—午前9時～午後3時30分／二
小／100円（保険料）／弁当持参／5
月25日–までに同協会事務局（五十
嵐ò592－5682）へ
★日野市春季バドミントンダブルス
大会 6月10日À午前9時から／南平
体育館／1・2・3部／市内在住・在
勤・在学者対象／1組3千円※連盟登
録者2千円／5月29日Õまでに所定の
用紙（南平体育館にあり）に記入し、
〒191－0052東豊田1－55－12大西喜
美子（ò583－8369）へ　
★日野市ソフトテニス連盟中級者講
習会 6月21日œ午前9時～午後5
時／旭が丘中央公園テニスコ－ト／
300円（コート代 ）／同連盟（目
黒ò591－6605夜間）

★ワイワイフェスティバル 5月19
日—午前10時30分～午後2時／ゲー
ム ／栄光保育園（ò593－1538）
★ボーイスカウトと遊ぼう 5月20
日À午前10時～午後2時／万願寺ふ
れあい橋下、浅川川原※直接会場
へ／野外料理、ゲーム ／年長児～
小学生対象※女子も可／ボーイスカ
ウト日野4団（福村ò586－2803）
★豊田商店会「わくわく市」 5月
20日À午前10時～午後3時／若宮神
社（東豊田）／地元野菜等の販売、
アトラクション※500人に無料配布
品 ／落合（ò582－1021）
★新緑ハイキング・丹沢大山へ 5
月20日À午前7時八王子駅５番線集
合／300円※子ども100円／弁当、水
筒持参／日野の自然を守る会 (山本
ò042－621－0934午後7時以降)
★おやこであそぼ～！３Ｂ体操体験
会 ①5月21日Ã・28日Ã…新町交
流センター②22日Õ・29日Õ…多摩
平の森ふれあい館／いずれも午前11
時～11時50分／0～1歳児と保護者対
象※①は午前10時～11時50分の1～4
歳児対象の会 ／0歳児はバスタオ
ル持参／永尾（ò587－3796）
★たかはた北保育園から �お誕生

会…5月22日Õ午前10時から�ふれ
あいまつり…5月26日—午前9時30分
～午後1時30分／詳細は問い合わせ
を／同園(ò591－5003月曜～金曜日
午前9時～午後4時)
★都立七生養護学校運動会 5月26

日—午前10時～午後2時45分※雨天
の場合は29日Õ／七生福祉園グラウ
ンド（程久保）／同校（ò591－1095）
★日野市社交ダンススポーツ連盟春
季ダンスパーティー 5月26日—午
後１時30分～4時30分／南平体育
館／1千円※前売り700円／平野（ò
581－0891）
★ひのボールルームダンス協会月例
ダンスパーティー 5月27日À、6月
24日À午後1時30分～4時／ひの社会
教育センター／各回500円／同会(宮
崎ò581－4348)
★皐月五月度東部ふれあい寄席 5
月27日À午後2時から／東部会館／
出演・東家夢蔵ほかにぎやか社中／
日野古典芸能を楽しむ会（片山ò
584－9916）
★落語を聴く会 6月2日—午後2時
から／勤労・青年会館／出演・林家彦
丸／1千円／同会（ò090－6499－
7329）
★笑栄会落語発表会 6月3日À午後
1時30分から／中央福祉センター／
古典落語／小泉(ò586－0540)

★彫刻造形展ひの2007 5月15日Õ
～20日À午前9時～午後6時※15日は
正午から、20日は午後5時（野外展
示は午後4時）まで／市民会館展示
室、市民プラザ／木彫、石彫、布造
形 ／岡本（ò090－7414－9379）
★ハーモニー絵画展 5月15日Õ～
20日À午前10時～午後5時／とよだ
市民ギャラリー／小泉（ò581－6746）
★丁長林・墨蘭会墨彩画作品展 5
月22日Õ～27日À午前10時～午後5
時※27日は午後4時まで／とよだ市
民ギャラリー／日比谷（ò581－
9569）
★「クローバー」ハーモニー・イブ
ニング・コンサート 5月25日–午
後7時30分から／老人介護保健施設
クローバー（東豊田）／バイオリン、
チェロ、ピアノ／100人／2千円／ハ
ーモニー（久木田ò070－5023－
2012）へ申込
★愛と平和を歌う「うたごえ喫茶」
5月27日À午後2時～4時／新町交流
センター／出演・青柳常夫氏（アコ
ーディオン）／1千300円（軽食付き）
※前売り1千円／三多摩健康友の会
日野支部（鈴木ò581－3441）
★ＰＨＯＴＯ　Ｃ.Ｅ.Ｓ 写真展「自
然のいとなみ」 5月29日Õ～6月3
日À午前10時～午後7時※6月3日は
午後5時まで／とよだ市民ギャラリ
ー／川田（ò581－5285）
★「アンサンブル・レェヴ」ふれあ
いコンサート 5月31日œ午前10時
15分から／市民会館小ホール／曲
目・グリエールの即興曲 ／600円
（3歳以上）※前売り・電話予約500
円／菅野（ò586－7958）へ申込
★フルートと筝～音の風景 6月2日
—午後2時30分～4時／ならの木（東
豊田）／曲目・キビタキの森 ／先
着30人／3千円（菓子、飲み物付
き）／ならの木文化サークル（ò
584－8049）へ申込
★童謡と唱歌のフェスティバル 6
月3日À午後1時30分から／市民会館
大ホール／同実行委員会（田中ò
581－2261）
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