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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
7月 1日号… 5月29日㈮
8月 1日号… 6月26日㈮

講習・学習会
★元気な心でいるために取り入れたい～不安
とストレスに悩まない7つの習慣体験講座
5月12日㈫10:00～11:30／多摩平の森ふれあい
館／2,000円（資料代な

ど）／さんさん会（中村☎
080-5692-8367）へ申し込み
★成年後見制度説明会・相談会
5月12日㈫10:00～12:00／多摩平の森ふれあい
館／個別相談あ

り／成年後見サポートひの（☎
594-9085）へ申し込み
★子育て＆マネーお勉強会
5月14日㈭10:15～11:15／ラスパパス（高幡）／
0～1歳児の母親対象※子ども同伴可／4人／
平本（☎090-3615-6515）へ申し込み
★市民による社会・経済研究会～２0２0年度テ
ーマ「平成経済の構造」
5月23日㈯14:00～16:00／平山交流センター／
資本主義の変質Ⅱ／1,000円／増田（☎585-15 
85）
★英語おしゃべりクラブから
▶外国人おもてなし初級英語と世界を知る講
座…5月29日から隔週金曜日19:00～21:00／生
活・保健センターな

ど／5人／15,000円（10回）／
5月26日㈫までに申し込み▶自由おしゃべり
会…5月15日㈮17:30からと19:00から、28日㈭
17:30からと19:00から／喫茶さんぽ道（多摩
平）な

ど／1回1,000円※飲食費別途／実施日の2
日前までに申し込み／いずれも同クラブ（☎
582-8691）
★マジック講習会
5月19日㈫、6月2日㈫・16日㈫・30日㈫19:00
～21:00／多摩平の森ふれあい館／トランプ・
ロープ・新聞マジックな

ど／初心者対象／10人
／500円（4回）／大塚（☎581-2082）へ申し込み

ごあんない
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科
5月の毎週土曜日10:30～17:00／尾崎ビル2階

（立川駅北口）／あがり方の分かる方対象※中
高齢者歓迎／1日2,200円／尾﨑（☎090-5999-
1033）へ申し込み
★ヨガサークル
5月の①毎週金曜日※1日を除く②毎週月曜日
※4日を除く／10:00から／①カルチャールー
ム百草（百草）②平山交流センター／①10人②
20人／1回500円※指導あ

り／秋山（☎090-5982-

★日野ダンス研究会～春のダンスまつり
5月9日㈯14:00から／新町交流センター／ダン
スタイム＆ミキシング、大トライアル大会／
1,000円／日野社交ダンス倶楽部共催／同会

（杉崎☎090-3519-7286）
★朗読会「愛、深き淵より～その①」（星野富
弘著）
5月9日㈯14:00～15:00／日野南平キリスト教
会（南平）／永井（☎593-0753）
★フリーマーケット出店者募集
5月10日㈰、6月14日㈰9:00～15:00※雨天中止
／高幡不動尊境内／2,000円／リサイクル運
動友の会（☎090-3222-5060）
★おひるねアート＠mimi撮影会
5月12日㈫・19日㈫11:00から／PlanT（多摩平
の森産業連携センター）／赤ちゃんの撮影／0
～2歳児対象／1回5組／2,500円、貸し衣裳代
500円／森田（☎080-2204-7000）へ申し込み
★あかいやねから
▶簡単がま口ポーチ作り（要申込）…5月12日
㈫11:00から／洋服生地でがま口ポーチを作
る／子育て中の親子対象／300円（材料費）／
保育あ

り／申し込みなど詳細は問い合わせを
▶①セルフケア②親子で楽しむ小さな音楽会
…①5月13日㈬②14日㈭／11:00から／子育て
中の親子対象／いずれも同施設（程久保）／同
施設（☎594-7841）
★歌で楽しむ元気会
5月13日㈬10:30～11:30／七生福祉センター／
季節の童謡・唱歌、懐メロ、歌体操な

ど／おお
むね65歳以上対象／500円※指導あ

り／小川
（☎594-9960）
★元気な音楽の広場
5月14日㈭13:30～14:45／七生福祉センター／
歌体操、季節の歌な

ど／おおむね60歳以上対象
／500円※指導あ

り／飲み物、運動靴持参／櫻
井（☎090-8010-2900）
★こども食堂～さくらちゃん
5月17日㈰16:00～18:30／日野キリスト教会

（大坂上）／音楽、ゲームなどの後においしい
食事／300円※中学生以下無料／山田（☎080-
5491-8904）へ申し込み
★うたごえinひの～歌声喫茶
5月17日㈰13:30～16:30／ゆのした市民交流
センター（日野本町）／1,000円※飲み物付き
／江上（☎090-5564-9818）
★日野市ダンススポーツ連盟～春季ダンスパ
ーティー
5月23日㈯13:30～16:00／市民の森ふれあい
ホール／レディース席、ミキシング、トライ
アル、ダンスタイム／1,200円※予約・前売
り1,000円／同連盟（菊地☎584-6153）

スポーツ
★日野市テニス協会～ミックスダブルス大会
6月7日㈰・14日㈰※予備日21日㈰／多摩平第
一公園／申込方法など詳細は同協会 HP  参照
／藤井（☎090-7589-5304）

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）

1753）へ申し込み
★簡単で楽しく体力・筋力up＆ストレッチ
無料体験会
5月8日㈮・14日㈭・15日㈮…勤労・青年会館、
11日㈪…落川都営住宅地区センター、13日㈬
…東町交流センター／10:00～11:30／3B体操

（倉橋☎090-5999-6628）へ申し込み
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野
5月9日㈯13:30～16:00／愛隣舎ホール（多摩平）
※直接会場へ／300円／林（☎090-7901-4301）
★日野植物研究グループ観察会～生田緑地の
ハンノキ林
5月9日㈯10:00小田急線向ヶ丘遊園地駅北口
改札口集合、14:00同駅解散※雨天中止／300
円／長岡（☎592-6515）へ申し込み
★婚活テラスTAMA個別相談会～婚活のプ
ロになんでも気軽に聞いてみよう！
5月9日㈯14:00からと15:00から※他日も相談
可／PlanT（多摩平の森産業連携センター）／
独身者、親、シニア対象／山中（☎090-1733-
6661）へ申し込み
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会
5月10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
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除
5月10日㈰6:00京王線高幡不動駅南口バス停
付近集合、7:00解散／小学生以上対象／軍手
持参／惟

これ
住
ずみ
（☎594-7730）

★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…5月12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…5月6日（振休）・13日㈬…豊田
教室（豊田駅南口）、7日㈭・14日㈭…日野教
室（日野駅周辺）／17:00～19:00／月700円※
保護者は要入会／安藤（☎080-3016-7991）へ
申し込み
★がんカフェひの
5月13日㈬10:00～12:00／市立病院／交流、お
しゃべり、情報交換な

ど／酒井（☎080-1144-
2448）
★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 も
OMOへどうぞ

5月14日㈭13:30～16:00／平山交流センター／
100円／ボランティアグループこすもす（☎
589-4399）
★ベビマとママ仲間づくりの子育ちサークル
5月15日㈮から週1回10:15～11:45※全7回／東

部会館な
ど／触れ合い遊びやベビーマッサー

ジ、アロマクラフト、足形アート、ママ同士
が仲良くなるワークな

ど／2～8カ月の乳児と
母親対象／8組／1回900円、テキスト代500円

（初回のみ）／伊勢谷（☎090-4133-5417）へ申
し込み
★おしゃべりカフェ
5月16日㈯13:30から／七生公会堂／認知症・
介護相談、おしゃべりと簡単筋力アップ体操
／100～200円／石原（☎090-5400-1608）
★日野精神障害者家族会～家族相談
5月21日㈭13:00からと15:00から／ひの市民活
動支援センター／家族・当事者対象／同会（☎
080-1238-5960）へ申し込み

もよおし
★家庭的保育もぐの森～体験保育
5月1日㈮～16日㈯※日曜日を除く／同施設

（三沢）／0～12歳児対象／各日3人／2時間無料
／同施設（柳井☎070-6461-2288）へ申し込み
★カナリアの会
5月2日㈯13:30～14:45／七生福祉センター／
童謡、季節の歌を歌う※ピアノ伴奏あ

り／1回
500円※指導あ

り／飲み物持参／古沢（☎592-
0203）
★パンジーダンスパーティー
5月5日㈷13:20～16:00／新町交流センター／
500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★日野子育てパートナーの会から
▶みんなのはらっぱ万願寺～おやまにあつま
れ！…5月8日㈮11:00～11:45／万願寺交流セ
ンター向かいの丘／そり遊び／乳幼児親子対
象▶みんなのはらっぱ南平～体重計測の日…
5月12日㈫9:30～14:00／南平駅西交流センタ
ー／乳幼児と保護者対象／いずれも同会（☎
587-6276）
★ハーモニーから
▶歌声喫茶…5月9日㈯10:00から…中央福祉
センター▶①書道…13日㈬10:00から▶②女
性コーラス…6日（振休）・13日㈬12:30から▶
③河西アコーディオン＆歌声…14日㈭14:00
から▶④英語で歌おう…2日㈯・16日㈯11:00
から▶⑤オカリナを楽しむ会…9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）
★南平駅西交流センター運営委員会～村上先
生と楽しく歌う会
5月9日㈯13:30～15:30／同センター／500円／
内川（☎592-5284）

みんなのメモ帳をお読みの皆さまにお願い
　新型コロナウイルスの感染拡大により、掲載された各催しについて
は予告なく中止される場合があります。念のため、各記事末の問い合
わせ先に実施の確認をお願いします。

みんなのメモ帳に投稿される皆さまへ
広報ひの令和２年6月1日号以降の掲載について

問 市長公室広報担当（☎514-8092）

　日頃より、みんなのメモ帳へご投稿いただき、ありがとうございます。
　新型コロナウイルスの感染拡大による、不要不急の外出の自粛要請
や施設の利用制限などで、催しものなどを中止されている方も多いと
存じます。収束がいつになるのか分からない状況下で、皆さまからの
ご投稿も大幅に減っているため、6月1日号以降当面、みんなのメモ帳
の掲載号を市広報担当で調整し、以下の通りとさせていただくことと
いたしました。

　掲載について
　5月15日号まで…投稿時の掲載希望号へ掲載
　6月1日号から…当面、毎月15日号への掲載を中止し、毎月1日号のみに
掲載
※当面とは、新型コロナウイルス感染症が収束するまでを予定しています。

通常の掲載号（毎月1日号・15日号）へ戻す際は、広報・市 HP でお知らせ
します。

　申し込みについて
・これから申し込みされる方

催しものの開催日に間に合う号へ掲載いたします。
毎月1日号の原稿締め切り日までにお申し込みください。

※6月15日号への掲載を検討されていた方は市長公室広報担当までお問い
合わせください

・すでに6月1日号以降へ投稿されている方
すでにご提出いただいている号から変更する場合は、市広報担当から連
絡いたします。

　みんなのメモ帳の会員募集について
　通常、メモ帳のページに空きがある場合、先着順で掲載していますが、
当面、掲載を中止させていただくことといたします。

　皆さまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くだ
さいますようお願いいたします。

19 18広報　　　　第1471号 令和2年5月1日市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!  市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力
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