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飲酒運転を根絶しよう

 

★学習障害（ＬＤ）注意欠陥・多動
性障害（ＡＤＨＤ）予防のための発
達診断と個別指導教育プログラム　
�１月１６日�・２９日�午後２時～４
時…説明会�１月末～３月末…発達
診断検査※５月から対象児への個別
指導を予定／子育てひろば「あかい
やね」（程久保）／講師・天野清氏
（元中央大学教授）ほか／�平成２０年
４月就学予定の幼児の保護者、保育
士等�同幼児対象／�１００人程度／
同施設（�・�５９４－７８４１）へ申込
★３Ｂ体操体験講習会　１月１８日�
・２５日�午前１０時～１１時／生活・保
健センター／健康体操ほ

か／１０人程度
／飲み物、上履き持参※動きやすい
服装で／ 山  科 （�・�５８７－１８５７）へ

やま しな

申込
★スクエアダンス体験講習会　１月
２４日�・３１日�午前９時４５分～１１時
４５分／北野市民センター（八王子
市）など／初心者・若者歓迎／カントリ
ー・フラワーズ（遠藤�５９２－１１６４）へ
申込
★パソコン講習会「ワードで楽しい
カレンダー作り」　 １月２５日�午前
９時３０分～１１時３０分と午後１時３０分
～３時３０分／生活・保健センター／
初心者・中高年者対象／各回１０人／
１千円／村上（�５８４－１３８１）へ申込
★ＮＰＯ法人日野･市民自治研究所
から　�特別企画「専門家・市民・
行政が語るごみと自治～循環型社会
をめざして」…１月２７日�午後１時
３０分から／生活・保健センター／循
環型社会論争のウソ・ホントほ

か／講
師・瀬戸昌之氏（東京農工大学教
授）ほか／５００円（資料代ほ

か）�定例研
究会「いま注目される自治体と住民
と訴訟」…１月２９日�午後７時から
／同研究所（多摩平）／講師・野口
貴公美氏（法政大学助教授）／いず
れも同研究所（�５８９－２１０６�５８９－
１８５４）へ申込
★生涯学習ゼミナール「上手に生き
る、勘・こつ・ツボ！」　 １月２８日
�午後１時３０分～３時／多摩平の森
ふれあい館／講師・林良健氏（家庭
倫理の会多摩）／先着５０人／村松（�
５８４－２０１３）
★心と体のセミナー「言葉のちから
～ちょっとの工夫で明日からの生活
が変わります」　 １月２９日�、２月
１１日�午後１時３０分～３時３０分／新
町交流センター／無料相談あ

り／１千
５００円※１回のみ１千円／癒しのい
おり楽楽庵（鮫島�・�５８５－６５５２）へ
申込
★介護予防教室「どなたにもできる
高齢者のための太極拳」　 １月２９日
～３月２６日の毎週月曜日午後１時～

講習・学習会講習・学習会
３時（８回）※２月１２日（振休）を除く／
平山地区センター／講師・佐藤幸子
氏（日野市武術太極拳連盟）／在宅
介護支援センターかわきた（�５８９－
１７１０）へ申込
★きもの着付け講習会　２月２日�
午後１時３０分～４時／多摩平の森ふ
れあい館／８人／１千円※指導あ

り／
着物一式持参／華の会（松本�５８６－
３６７５）へ申込
★財産形成セミナー「財産防衛のリ
スクマネジメント～高齢者リスクに
備える」　 ２月２日�午後７時～８
時３０分／日野市商工会館（多摩平）
／講師・中野雅浩氏（明治安田ライ
フプランアカデミー�）／日野市勤
労者福祉サービスセンター（�５８１－
６７１１）へ申込
★ボランティア日本語講師養成講座
（初級）　 ２月４日からの毎週日曜
日午前１０時～正午（１０回）／高幡不
動近辺の公共施設な

ど／６千５００円（受
講料ほ

か）※教材費実費／日本語の会
（長沼�５９１－６１４０）へ申込
★栄養士によるエンジョイクッキン
グ教室「きれいな血液、しなやかな
血管のために」　 ２月９日�午前１０
時３０分～午後１時３０分／東部会館／
ロール白菜の豆乳仕立てほ

か／先着１２
人／１千５００円／根津（�５８４－９６７５）
へ申込
★介護福祉士実技試験直前講座　２
月１９日�・２０日�・２６日�午後６時
３０分～９時／社会教育協会ゆうりか
（多摩平）／先着３０人／１万円（受
講料ほ

か）／ＮＰＯ法人日野福祉の学
校（�５８６－４０４４）へ申込
★実践女子学園生涯学習センター
「介護事務講座」　 ２月２０日�～２２
日�午前１０時～午後５時、２６日�午
後２時～５時／同センター（大坂上）
／２月２８日�に実施の介護報酬請求
事務技能検定試験に向けての課題実
習／講師・三幸医療カレッジ講師／
４万９千７５０円（受講料ほ

か）※検定料
別途／筆記用具、電卓持参／同セン
ター（�５８９－１２１２）へ申込
 

★こころ病む人と家族のくつろげる
場「フリースペース ＴＯ  ＭＯ へどう

と も

ぞ」　 １月２１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／ボランティアグル
ープ「こすもす」（�５８９－４３９９）
★ほっとスペース産後うつママの会
１月２２日�午前１０時～１１時３０分／多
摩平１丁目地区センター／１００円（茶
代）／同会（鈴木�５８６－７１６１）
★ベビーマッサージ　１月２２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／１０
組程度／３００円（オイル代ほ

か）／バス

ごあんないごあんない

タオル、おしぼり、お子さんの飲み
物持参／１月２１日�までに子ども人
権サポーターの会・ほっとスぺース
（綾部� ５９２－１８５７）へ
★肝炎、肝がん患者の経験交流会　
１月２８日�午後１時から／新町交流
センター／患者同士の体験・情報の
交流、最新の治療・専門医・医療費
等の相談／日野市肝臓病友の会（歌
代�５９１－２１６７）
★調理師・保育士募集　４月１日�
から／各２人／いずれも有資格者対
象／詳細は問い合わせを／日野保育
園（野原�５８１－０２４９）
★ひの社会教育センターから　�日
帰り＆１泊スキー…�２月２５日��
３月３日�～４日�／富士見高原ス
キー場�紅茶の魅力�吹き矢で健康
つくり！…�親子で楽しむ吹き矢�
健康吹き矢�パソコンを楽しもう…
�ゼロから始める６０歳からのパソコ
ン�デジタル写真を使いアルバム作
り�幼児指導スタッフ募集�青少年
・成人事業協力スタッフ募集／いず
れも費用等、詳細は問い合わせを／
同センター（�５８２－３１３６）
 

★スポーツ吹き矢体験教室　１月２０
日～２月１０日の毎週土曜日／午後１
時３０分～４時／四小／１千円（保険
料ほ

か）／上履き、飲み物、タオル持
参／小堤（�５８４－３４２２）
★ゴルフ入門講座　１月２０日�～３
月１日�の毎週火曜・木曜・土曜・
日曜日�午前１１時～午後０時３０分�
午後２時～３時３０分�午後３時３０分
～５時※各クラス週１回６講座／サ
ンコーゴルフ練習場（上田）／講義
と実技／成人対象／各クラス１２人／
１万５千円（入場料ほ

か）／筆記用具、
クラブ（無料貸与あり）持参※動き
やすい服装、靴で／平山（�０９０－
２４１４－６６０４）
★日野市バドミントン連盟初級・中
級講習会　１月２７日～２月２４日の毎
週土曜日午後６時３０分～８時３０分／
南平体育館／３千円／日野市体育協
会へ申込／大西（�５８３－８３６９）
★市民ビーチボール大会　２月２５日
�午前８時４５分～午後５時／南平体
育館／女子の部、混合の部／市内在
住・在勤・在学者対象／２千円※２
月７日�市役所５階５０４会議室で実
施の抽選会で徴収／日野市ビーチボ
ール協会（片桐�５８３－９１１８）へ申込
 

★わくわくおはなし会　１月２０日�
午後２時～３時／多摩平の森ふれあ
い館／北風に会いにいった少年ほ

か／
小学生以上対象／ことの葉（日野お
はなしの会）（田島�５８３－０８９６）
★日野市消防団第４分団第２部主催
どんど焼き大会　１月２１日�午前１０
時点火／浅川北側河川敷／二小児童
と地元自治会による地域住民の交流
／落合（�０９０－４６６３－９０８８）
★初笑い落語を聴く会　１月２１日�
午後２時～３時３０分／勤労・青年会
館／出演・林家彦丸／１千円／同会
（�０９０－６４９９－７３２９）
★｢優雅｣新春お楽しみ社交ダンスパ
ーティー　１月２１日�午後１時～４

スポーツスポーツ

もよおしもよおし

時／新町交流センター※初心者歓迎
／７００円（果物、飲み物付き）／同会
（高橋�０９０－３５３２－３７９４）
★「ダンスサークル四季の会」新春
ダンスパーティー　１月２１日�午後
１時～４時／ひの社会教育センター
／５００円／同会（川畑�０９０－８８９２－
８９３８）
★演劇をみる会「あさかわ」例会・
劇団民藝「深川暮色」　 １月２６日�
午後６時３０分から／市民会館大ホー
ル／原作・藤沢周平、出演・日色と
もえほ

か／入会金５００円、２カ月４千
円／同会（山口�５８６－６７５６）
★華の会７周年記念社交ダンスパー
ティー　１月２７日�午後２時～５時
／東部会館／ミキシング、リボン待
機／１千円（茶菓子付き）※前売り
８００円／同会（清水�５９３－９８１７）
★なるこフェスティバル～みんなで
遊ぼうスタンプラリー　１月２８日�
午前１１時３０分～午後３時／市民会館
小ホール／よさこいひの連盟事務局
（�５８１－１４８６）
★新春睦月１月度初笑い東部ふれあ
い寄席　１月２８日�午後２時から※
１月１８日�・２５日�午後６時から公
開けいこあ

り／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�５８４－９９１６）
★ひのボールルームダンス協会月例
ダンスパーティー　１月２８日�、２
月２５日�午後１時３０分～４時／ひの
社会教育センター／各回５００円／宮
崎（�５８１－４３４８）
★かざぐるまの家バザー　１月２８日
�午前１０時～午後２時／富士電機体
育館（富士町）※車での来場はご遠
慮を／同施設（�５９３－２３０６）
★米澤敏子・小泉博・林猛日野美絵
画三人展　１月３０日�～２月４日�
午前１０時～午後５時／とよだ市民ギ
ャラリー／小泉（�５８１－６７４６）
★早春社交ダンスパーティー　２月
４日�午後１時３０分～４時３０分／新
町交流センター／１千円（軽食、飲
み物付き）※Ａ級プロのデモあ

り／池
田（�５８７－４４２８）
★保育まつり「ひのっ子すくすく～
おいでよ�ほいくえん」　 ２月１０日
�午後０時３０分～４時／市民会館大
ホール、展示室／保育園児の演技、
作品展示、キティちゃんショー／日
野市社会福祉法人立保育園連合会
（吹上保育園�５８３－７６４８）
 

　先着順で掲載します。２度目以降
の掲載は前回掲載日の３カ月後から
受け付けます。
★木目込人形つくしサークル　毎週
火曜日午前１０時～正午／多摩平の森
ふれあい館な

ど／材料費・立ちびな６
千７００円、親王飾り１万５千５００円／
エプロン、やすり、目打ち、ハサミ
持参／石倉（�５８３－０４３６）
★日野宿本陣文書検討会　毎月第２
日曜日／日野宿４００年の歴史を当時
の日記や史跡めぐりで勉強／実費負
担あ

り／鈴木（�５８１－０１１１）
★日野ハーモニカ・アカデミー　毎
月第１・第３金曜日午後７時～９時
／中央公民館など※初心者・高齢者
歓迎／月３千円※指導あ

り／堀（�５８５
－５８６０）

会員募集会員募集


