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4月 1日号… 2月28日㈬
4月15日号… 3月15日㈭
5月 1日号… 3月30日㈮
5月15日号… 4月11日㈬

講習・学習会
★心と体のセミナー〜価値観ババ抜き
2月18日㈰13:30〜15:30／多摩平交流センタ
ー／トランプ形式で自分の価値観を知る／15
人／1,000円（資料・相談料含む）／鮫島（☎
090-5303-4299）へ申し込み
★整体師が教えるゆるラク3分間ケア講座〜
肩こり編
2月22日㈭10:00〜11:30／勤労・青年会館／4
歳児以上対象／18人／200円（会場費な

ど）／堤
（☎070-6666-8706）へ申し込み
★資本論第1巻を読む会
2月23日㈮19:00〜21:00／生活・保健センター
／第14章を読む／1,000円※大学生500円、高
校生無料／資本論第1巻持参／北村（☎090-
9953-2458）
★セルフリンパケア・顔〜リンパの事や簡単
なケアの仕方を学びませんか？
2月27日㈫10:00からと13:30から／スパサロ
ンブアルアン（日野本町）／1回500円／来

き
住
し

野
の

（☎090-7200-5727）
★華の会〜卒業、入園、入学の装い
2月27日㈫14:00から／新町交流センター／10
人／1,000円／同会（松本☎586-3675）へ申し
込み
★無料塾はじめます！〜日野すみれ塾
3月1日 ㈭・15日 ㈭16:00〜18:00… 小 学 生、
18:30〜20:00…中学生／有料塾に通っていな
い小・中学生対象／各先着10人程度／講師ボ
ランティア募集／会場、申込方法など詳細は
問い合わせを／仁

に
藤
とう
（☎080-1088-5078）へ申

し込み
★東京光の家点字教室〜点字であそぼう！
3月3日㈯13:30〜16:00／東京光の家（旭が丘）
／点字を使ったゲームなどで楽しみながら点
字を覚える／20人／同施設（☎581-2340）へ申
し込み

ごあんない
★ベビーマッサージで楽しくオムツ替え
2月20日㈫10:00からと11:00から／アフター
スクールカフェ（多摩平）／オムツ替えのたび
に気軽にできる脚のマッサージ／2カ月〜歩
行前の幼児と母親対象／各回5組／1,000円※
飲み物付き／伊勢谷（☎090-4133-5417）へ申
し込み

／川畑（☎070-6644-2729）
★カナリアの会
2月25日㈰10:30〜11:45／七生福祉センター／
童謡、季節の歌など※ピアノ伴奏あ

り／500円
※指導あ

り／飲み物持参／古沢（☎592-0203）
★わくわくおはなし会〜昔話を聞く
2月25日㈰15:00〜16:00／多摩平図書館※直
接会場へ／日野おはなしの会（田島☎583-
0896）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
2月25日㈰13:30〜16:00／ひの社会教育セン
ター（多摩平）※直接会場へ／500円／同会（山
内☎090-8779-5338）
★歌で楽しむ元気会
2月27日㈫10:30〜11:30／七生福祉センター
／季節の童謡・唱歌、歌体操な

ど／おおむね
65歳以上対象／500円※指導あ

り／小川（☎
592-6510）
★懐かしい歌・歌おう会
3月2日㈮10:30〜11:50／小規模多機能ホーム
さかえまち／500円／音楽療法士・小原（☎
593-0573）
★さくら会〜 15周年記念ダンスパーティー
3月4日㈰13:30〜16:00／新町交流センター／
会員・市民対象／500円※飲み物付き。先生
のデモあ

り／西（☎080-1059-0448）

美術・音楽
★オリジナル・テディベアー＆吊るし雛展
3月4日㈰までの11:00〜18:00／ギャラリー・
カフェ大屋（日野本町）／同カフェ（☎587-
8563）
★あんずの会水彩画展
2月20日㈫〜25日㈰10:00〜17:00※25日は16:00
まで／とよだ市民ギャラリー／安藤（☎582-
5739）
★日野市美術連盟会員展
2月20日㈫〜25日㈰10:00〜17:00※20日は13:00
から、25日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市
民会館）／油彩、水彩な

ど／門倉（☎583-0125）
★手さぐりの作品展〜生きるあかし
2月27日㈫〜3月4日㈰10:00〜19:00※4日は17:00
まで／とよだ市民ギャラリー／視覚障害者の
作品※手で触っての鑑賞可／光の家新生園作
業訓練係（☎581-2340）
★銀の会絵画作品展
3月6日㈫〜11日㈰10:00〜17:00／とよだ市民
ギャラリー／山屋（☎584-8507）
★女声合唱団コーロ・フィオレッティコンサ
ート
3月10日㈯14:00から／いちょうホール（八王
子市）／宮川（☎586-2813）

スポーツ
★年長さん限定！小学生とサッカーを体験し
よう
3月5日㈪・12日㈪・26日㈪17:30〜19:00／市
民の森ふれあいホール／小学生とのスポーツ
を通じ、集団行動慣れ、人間関係を作り、ス

ムーズに就学できるようサポート／年長児対
象／各回5人／スポーツクラブforLIFE日野

（高柳☎080-4752-3030）へ申し込み
★日野市ミニテニス協会〜初級・中級講習会
3月11日㈰9:00〜12:00／南平体育館／初心者
歓迎／500円／2月27日㈫までに同協会（大見
☎586-7919）へ
★グラウンド・ゴルフ大会
3月7日 ㈬10:00〜16:00※ 予 備 日3月12日 ㈪／
浅川スポーツ公園／おおむね60歳以上対象／
200円／クラブ・ボールの貸し出しあ

り／2月
26日㈪までに日野市グラウンド・ゴルフ協会

（木藤☎583-5304）へ

会員募集
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。

★日野波の会〜絵画サークル
月曜日13:30〜15:30／新町交流センターな

ど／
水彩、アクリル、油彩な

ど／20人／1回2,000円、
教材費別途※プロ画家の指導あ

り／加藤（☎
581-3276）
★絵画サークル〜銀の会
原則第1・第3土曜日13:00〜17:00／生活・保
健センターな

ど／初心者歓迎／入会金500円、
月1,500円 ※ プ ロ の 指 導あ

り／ 山 屋（ ☎584-
8507）
★フェニックスバドミントンクラブ
毎週土曜日13:00〜17:00／南平体育館な

ど／中
級者以上対象／入会金1,000円、月1,200円※
月1回指導あ

り／宮本（☎584-4439）
★親子でリトミック
実施日時・会場はソレイユリトミック HP 参
照／リトミック、モンテッソーリ教育を取り
入れた知育あそび／6カ月〜2歳未満児対象／
橋本（☎080-6547-7795）
★幼児サークル〜ピヨピヨ
週1・2回午前中／東部会館な

ど／音楽リズム、
製作、野外活動な

ど／入会金3,000円※月会費
は参加人数で決定／広瀬（☎585-5626）
★フレッシュ卓球サークル
毎週土曜日13:00〜15:00／潤徳小な

ど／経験者
対象／入会金1,000円、年1,000円／田中（☎
090-4755-3134）
★新町ラジオ体操会〜高齢者の方、健康体操
しませんか
毎週火曜日9:00〜12:00／新町交流センター
な

ど／ラジオ体操第1・第2、みんなの体操、
中国体操（練功）、輪投げな

ど／1回100円※指
導あ

り／渡邉（☎583-2364）
★二・八そば打の会
第1・第3金曜日、第1・第2火曜日9:00〜12:00
※時間変更の場合あ

り／中央公民館な
ど／60〜

70歳対象※初めての方歓迎／2人／1回700円
／中村（☎080-5655-7615）
★カントリーラインダンス〜セルリアン・イ
ーグル
毎月3回金曜日…平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館な
ど、毎

月3回水曜日…豊田南地区センターな
ど／10:00

〜12:00／月3,000円※指導あ
り／青木（☎090-

3801-1698）
★着楽会〜一人で着物を着てみませんか
毎月第3土曜日13:00〜15:00／新町交流セン
ターな

ど／6カ月5,000円、会場費別途※指導
あ

り／由良（☎090-6534-3535）

みんなのメモ帳
主な掲載基準

⑴この欄は広報手段を持たない市民、団体・
サークルなど（主に市内在住・在勤・在学者
で構成）の活動を支援するものです。市主催
のものではありませんので、内容の確認は当
事者間でお願いします。なお、掲載後に苦情
などのあったものは、今後の掲載を見合わせ
る場合もあります。
⑵政治団体などが行う行事・会員募集（以下

「行事など」）や政治活動とみなされる行事な
どは、掲載できません。
⑶宗教団体などが行う行事などや宗教活動と
みなされる行事などは、掲載できません。
⑷企業などが行う行事などで営利目的や営業
宣伝とみなされる行事などは、掲載できませ
ん。
⑸一般の行事などの取り扱いは、次の通りと
します。
①サークル活動などの会員募集は、同好の仲
間を募るためのものとします。「私が教えま
す」式のものは掲載できません。また同一サ
ークルの会員募集の再掲載は、掲載３カ月後
から受け付けます。
②営利を目的とする教室などを開いている個
人・団体の講演会や作品展などは、掲載でき
ません。
③行事などの参加費用は、必要費、材料費な
どの実費、常識範囲の会費（茶菓子代など）を
超えないものとします。
④営利目的とみなされるバザーやガレージセ
ールなどは掲載できません。
問 市長公室広報担当（☎514-8092）

★日野の自然を守る会から
▶身近な地質ハイキング〜日野の大地の生い
たちをさぐる…2月17日㈯13:30カワセミハウ
ス集合、16:30同所解散／石ころの観察、分
析／200円※小・中学生100円／筆記用具、虫
めがね（無くても可）持参／山本（☎042-621-
0934※19:00以降）▶植物ウオッチング〜早春
の高尾・初沢山…2月25日㈰9:30高尾駅南口
改札口集合、12:40同所解散※荒天中止／飲
み物、筆記用具など持参／立川（☎584-5369）
▶八王子市堀之内の緑を巡る…3月11日㈰
9:00京王堀之内駅改札口集合、12:00解散※雨
天中止／300円※小・中学生100円／飲み物、
筆 記 用 具 持 参／ 片 山（ ☎090-4420-6148※
18:00以降）
★発達が気になるお子さんの学校・工芸技能
学院〜個別教育相談会・ちょこっと体験
2月18日㈰10:00〜12:00／同学院（落川）／同
学院（和田☎592-4353）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会から
▶暮らしの何でも相談、共同墓地・葬儀、遺
言・相続などの相談…2月20日㈫・27日㈫
10:00〜12:00／ゆのした市民交流センター

（日野本町）／大木（☎080-8722-2296）へ申し
込み▶小・中・高生の勉強会…2月の毎週木
曜日…日野教室、毎週水曜日…豊田教室／
17:00〜19:00／月700円※保護者は要入会／
安藤（☎080-3016-7991）へ申し込み
★リラックスヨガ〜ヨガで日頃の疲れをリフ
レッシュ
2月22日㈭14:00〜15:15／新井地区センター
※直接会場へ／10人／1,000円※初回無料／
バスタオル、飲み物持参／日野子ども劇場（☎
583-8226※火曜・金曜日14:00以降）
★日野団塊世代広場講演会〜健康クイズを通
して健康を学ぶ
2月24日㈯15:00〜17:00／平山季

すえ
重
しげ

ふれあい
館／市民健診を受診する意義／20人／申込方
法など詳細は問い合わせを／同広場（☎843-
8723※火曜・土曜日10:00〜14:00）へ申し込み
★こころ病む人と家族のくつろげる場〜フリ
ースペースT

と
OM

も
Oへどうぞ

2月24日㈯13:30〜17:00※入退場自由／多摩
平一丁目地区センター／100円／ボランティ
アグループこすもす（☎589-4399）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会
2月25日㈰9:00〜12:00／新町交流センター／
もちづき会（☎070-5467-2757）へ申し込み
★NEWSあれこれクラブ
2月27日㈫、3月13日㈫・27日㈫9:30〜12:30／
社会教育協会ゆうりか（多摩平）／ニュースを
取り上げ意見交換／2,100円（3回）／同協会

（☎586-6221）へ申し込み
★日野自動車グリーンファンド環境講演会

「植物学者が教える〜正しい植樹・植栽」
3月2日㈮18:00〜19:30／日野自動車本社（日
野台）／講師・村上哲明氏（首都大学東京教授）
／自動車・自転車で来場の方は連絡を／同フ
ァンド（☎586-5369）

★不登校を考える親と子の会
2月25日㈰13:30〜16:30／市民の森ふれあい
ホール／親を中心とした交流会／大森（☎
090-3530-4122）
★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの
〜退院したその後の生活で、どうしたら良い
か
3月4日㈰14:00〜16:30／多摩平交流センター
／同会（☎080-8426-8635）
★前川喜平氏講演会「教育が憲法の理想を実
現する〜歪められてはならないこと」
3月4日㈰13:30〜16:30／生活・保健センター
／500円／保育あ

り（300円）／日野市民連合（小
林☎070-6552-7308）
★丘の上ブッククラブ読書会
3月10日㈯14:00から／星の王子さま（神明）／
ドリアン助川著「あん」を読む／10人／3月8日
㈭ ま で に 高 山（ ☎090-3515-3234※ 平 日 は
17:00以降）へ
★平山城址・長沼公園歴史探訪ツアー〜平山
城址と野猿峠の謎
3月11日㈰10:00平山城址公園駅前集合／解
説・ 宮 田 太 郎 氏（ 古 街 道 研 究 家）／30人／
1,000円／申込方法など詳細は問い合わせを
／2月23日㈮までに都立桜ヶ丘公園（☎042-
375-1240）へ

もよおし
★ハーモニーから
▶歌声喫茶…2月17日㈯・24日㈯10:00から…
平山交流センター、24日㈯14:00から…大和
田地区センター、28日㈬14:00から…サロン・
ド・ハーモニー（南平）▶①斎藤由恵の発声と
リズム体操…16日㈮10:30から▶②英語で歌
おう…17日㈯11:00から▶③女性コーラス…
21日㈬・28日㈬12:30から▶④オカリナを楽
しむ会…24日㈯16:00から▶⑤ビルマン・中
山博之サロン音楽講座…18日㈰14:00から／
いずれも①〜⑤サロン・ド・ハーモニー（南平）
／費用など詳細は問い合わせを／同会（久木
田☎070-5023-2012）
★クレアTea time concert（ティータイム
コンサート）
2月17日㈯15:00〜16:30／クレア・ホーム＆ガ
ーデン（日野本町）／15人程度／2,000円※茶
菓子付き／同施設（☎582-1313）へ申し込み
★ぱんじーダンスパーティー
2月18日㈰13:30〜16:00／新町交流センター
／500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★歌声笑サロン東町
2月19日㈪13:30〜15:00／東町交流センター
／昭和の歌を楽しみ、仲間づくり／300円／
槙島（☎080-6537-5692）
★うたごえひろば〜生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう
2月24日㈯13:50〜15:50／中央福祉センター
※直接会場へ／おおむね60歳以上対象／先着
70人／200円／同ひろば（☎090-9825-3421）
★日野四季の会ダンスパーティー
2月24日㈯13:00〜16:00／新町交流センター

　「イベントの参加者を募集した
い」「サークルの会員を募集したい」
など、市民の皆さまの活動を応援
するHi Know!（ひのう）をぜひご
活用ください。
問 生涯学習課（☎
514-8765）、日野市
社会福祉協議会（☎
582-2318）

Hi Know!
まちにくわわるポータルサイト

イベント・団体活動を紹介

13 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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