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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
10月15日号… 9月11日㈮
11月 1日号… 9月30日㈬
11月15日号…10月14日㈬
12月 1日号…10月28日㈬

講習・学習会
★秋津書道講座　9月5日㈯9:30～12:00／多摩
平の森ふれあい館／初心者、経験者歓迎／25
人／1,500円※体験無料／真鍋（☎080-3015-
0725）へ申し込み
★成年後見制度説明会・相談会　9月9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）
★お華炭つくり体験講座　9月13日㈰10:00～
15:00※雨天中止／落川交流センター／先着
10人／500円／ひの炭やきクラブ（冨

とみ
山
やま
☎090-

8807-5437※ショートメール（SMS）にて）へ
申し込み
★しくなみ短歌講座　9月13日㈰13:30～16:30
／カワセミハウス／初心者、経験者歓迎／15
人／1,000円※体験無料／真鍋（☎080-3015-
0725）へ申し込み
★栄養士ブラッシュアップコース　9月19日
㈯・26日㈯・10月3日㈯9:00～16:10、10月17
日㈯※希望者のみ。管理栄養士模擬試験な

ど

／実践女子大学（大坂上）／15人／費用など詳
細は問い合わせを／同大学生涯学習センター
（☎589-1212）
★「ギリシア神話」と「旧約聖書」　9月24日～
12月10日の第2・第4木曜日10:00～12:00／社
会教育協会ゆうりか（多摩平）／日本文化とヨ
ーロッパ文化の違いを知る／15人／12,210円
（6回）／同協会（☎586-6221）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブから ▶オンライン
レッスン「ちょっとしゃべれる英会話と世界
を知る講座」…9月25日から隔週金曜日19:00
～21:00／5人／15,000円（10回）▶Practice X
コース繰り返し練習オンライン勉強会…日程
など詳細は問い合わせを／いずれもZoom
を使用、外国人参加の回あ

り／実施日の3日前
までに同クラブ（☎582-8691）へ
★三多摩福祉会コスモス日野～介護職員初任
者研修（通学）　10月2日～11月25日の月曜・
水曜・金曜日／地域保健企画ビル（立川市）など
／15歳以上対象／先着24人／99,940円（教科
書代含む）※日野市支援制度あ

り／同会（☎
042-526-1899※平日9:00～17:00）へ申し込み
★文学講座・小森陽一先生と読み解く宮沢賢
治「銀河鉄道の夜」　10月3日㈯、11月7日㈯、
12月5日㈯、1月9日㈯14:00～16:00／平山交流
センター※12月以降は会場未定／1回500円／
赤井（☎080-9034-4870）へ申し込み

年度入園希望の未就園児対象／20人／同園
（☎591-1729）へ申し込み
★たかはた北保育園から ▶作って遊ぼうお
もちゃ講習…9月9日㈬10:50～11:30／同園（高
幡）／2組▶わくわく！ドキドキ！へアアレン
ジ…10月9日㈮10:00～10:30、10:30～11:00／
各2組／いずれも同園（高幡）／同園（☎591-
5003）へ申し込み
★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　9月12日㈯13:30～15:30／
同センター／500円／内川（☎592-5284）
★朗読会「愛、深き淵より－その⑤」（星野富
弘著）　9月12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　9月13日㈰、
10月11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）
★リリックダンスパーティー　9月13日㈰13:
10～16:10／新町交流センター／500円／五味
（☎090-2633-7775）
★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～はらっぱカフェタイム…
9月15日㈫10:00～10:30／万願寺交流センター
※直接会場へ／保護者同士でお茶を楽しむ／
乳幼児の保護者／4人／30円▶みんなのはら
っぱ万願寺～木かげにあつまれ！…9月10日
㈭11:00～11:45／万願寺交流センター前広場
※直接会場へ／しゃぼん玉遊び／乳幼児と保
護者対象／タオル・水筒持参▶みんなのはら
っぱ南平～親子でリトミック（要申込）…9月1
日㈫11:00～11:45／南平駅西交流センター／
指導あ

り／乳幼児と保護者対象／いずれも同
会（☎587-6276）
★あかいやね～よっちゃんのニコニコシアタ
ー　9月15日㈫11:00から／同施設（程久保）※
直接会場へ／子育て中の親子対象／同施設
（☎594-7841）
★癒やしのパステル画を描く会　9月20日㈰
14:00～15:30／多摩平の森ふれあい館／荒川
（☎080-6643-6952）
★こども食堂～さくらちゃん　9月20日㈰16:
00～18:30※お弁当配布の場合は17:30まで／
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

スポーツ
★日野市バドミントン連盟～シニアバドミン
トン教室講習会　9月10日㈭・24日㈭13:00～
17:00／市民の森ふれあいホール／60歳以上
対象／20人／9月1日㈫～6日㈰に中村（☎080-
5655-7615）へ
★日野市テニス協会（硬式）～女子講習会　10
月20日㈫、11月17日㈫、12月1日㈫9:00～12:
00（全3回）※11月以降は10:00～13:00／多摩平
第一公園／市内在住・在勤者、会員／30人／
1,500円／申込方法など詳細は同協会 HP   参照
／9月27日㈰までに山本（☎090-7843-8155）へ

ごあんない
★産後を見据えたマタニティクラス　9月4日
㈮10:00～11:00／多摩平交流センター／バラ
ンスボールヨガな

ど／安定期を過ぎた妊婦対
象／2,000円※指導あ

り／横山（☎090-9976-
8269）へ申し込み
★レディース将棋　①9月5日㈯②26日㈯いず
れも13:00から／①カワセミハウス②社会教
育センター／将棋対局／女性・初心者対象／
1回500円／榎本（☎581-4519）
★日野精神障害者家族会から ▶交流会～情
報交換・悩み相談などなんでも…9月5日㈯
13:30～16:00▶家族相談（要申込）…9月17日
㈭13:00からと15:00から／家族・当事者対象
／いずれもひの市民活動支援センター／同会
（☎080-1238-5960）
★相続、遺言、成年後見など暮らしの無料法
律相談会　9月6日㈰・13日㈰9:00～12:00／新
町交流センター／10人／もちづき会（☎070-
5467-2757）へ申し込み
★日野柳友会～川柳句会　9月6日㈰13:30～
15:30／勤労・青年会館※直接会場へ／兼題
…二、似合う※各2句／経験不問／1,000円※
見学無料／筆記用具持参／多胡（☎584-5785）
★ヨガサークル　①9月7日㈪・14日㈪・28日
㈪②9月の毎週金曜日／10:00から／①平山交
流センター②カルチャールーム百草（百草）／
①20人②10人／1回500円※指導あ

り／秋山（☎
090-5982-1753）へ申し込み
★ベビーマッサージと免疫力アップ（アロマ）
マスクスプレー作り　9月7日㈪10:15～11:45
／万願寺交流センター／2カ月～歩行前の乳
児と母親対象／4組／1,800円※茶菓子付き／
伊勢谷（☎090-4133-5417）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　9月12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）
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除
9月13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）
★日野失語症者交流会「すずめ」　9月13日㈰
10:00～16:00／平山交流センター／言語聴覚
士による集団言語訓練と交流／1,000円※昼
食付き／9月6日㈰までに磯野（☎583-2714）へ
★心と体の健康クラブ　9月13日㈰13:30～
16:00／多摩平の森ふれあい館／丹田呼吸法、
スロー筋トレ体操な

ど／25人／2回800円※指
導あ

り／真鍋（☎080-3015-0725）へ申し込み
★婚活テラスTAMA～今どきの出会い方と
結婚   仲人と話そう！婚活・お悩みあれこれ
9月13日㈰14:00～16:00／PlanT（多摩平の森

産業連携センター）／独身者・親対象／500円
※飲み物付き／定員など詳細は問い合わせを
／山中（☎090-1733-6661）へ申し込み
★ペルー料理のランチ付きベビーマッサージ
9月29日㈫10:30～11:30／ラスパパス（高幡）
／2カ月～歩行前の乳児と母親対象／3組／
2,500円※ランチ付き／伊勢谷（☎090-4133-
5417）へ申し込み
★発達相談　9月の月曜～土曜日10:00～19:
00※1回45分／ひの・I-BASYO（旭が丘）／言
語、摂食などについて言語聴覚士による発達
相談／保護者対象／1回1,000円／同施設（宮
崎☎514-9813）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…9月1日㈫・8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…9月の①2日㈬・9日㈬②3日㈭・
10日㈭／17:00～19:00／①豊田教室（豊田駅
南口）②日野教室（日野駅周辺）／月700円※保
護者は要入会／安藤（☎080-3016-7991）へ申
し込み
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科　9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
★精神障害者グループホーム入居者募集　12
月入居開始予定／ヴィレッジたんぽぽ（高幡）
／申込方法など詳細は問い合わせを／9月15
日㈫までに日野市民たんぽぽの会くつろぎ
（☎587-4868）へ
★障害福祉ヘルパー募集　週1回1時間から可
／家事援助、通院同行な

ど／たんぽぽの会う
ぃず（☎599-7299）
★BeすけっとCook～高齢者の夕食づくり
メンバー募集　詳細は問い合わせを／同施設
（☎585-1290）

もよおし
★家庭的保育もぐの森～体験保育　9月1日㈫
～30日㈬※土曜・日曜日を除く／同施設（三
沢）／0～7歳児対象／各日1人／2時間無料／
同施設（柳井☎070-6461-2288）へ申し込み
★杉野幼稚園から ▶公開保育…9月7日㈪9:
45～11:00／同園（百草）※直接会場へ／コー
ナー遊び／来年度就園年齢児対象／上履き持
参▶入園説明会…9月7日㈪11:00～11:45／同
園（百草）／いずれも同園（☎591-3515）
★もぐさ台幼稚園～①公開保育（体育など）②
公開保育（リトミックなど）　①9月8日㈫②10
日㈭／いずれも10:30～11:30／同園（百草）／
平成28年4月2日～31年4月1日生まれ、令和3

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防止のため、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。

令和2年度日野市優良請負者を7月20日に表彰

　令和元年度にしゅん工
した工事のうち、優良な
成績で施工した次の方々
を表彰しました。

（株）アオキ
工事名 ①川原付団地市営
住宅（4号棟）耐震補強及
び長寿命化改修建築工事
②日野市役所本庁舎トイ
レ改修建築工事（第二期
工事）工事場所 ①万願寺
六丁目7番地の1②神明
一丁目12番地の1

（株）三翔設備工業
工事名 ①川原付団地市営住宅（4号棟）耐震補強及び長寿命化改修機械設備
工事②日野市役所本庁舎トイレ改修機械設備工事（第二期工事）工事場所
①万願寺六丁目7番地の1②神明一丁目12番地の1

（株）百草造園
工事名日野台公園整備工事 工事場所日野台四丁目17番地

問総務課（☎514-8132）
1005448ID

▲ 左から㈱アオキ、㈱三翔設備工業、大坪市長、
㈱百草造園

東部会館のご利用を
温水プール～健康維持にぴったり
　25ｍプールで水泳はもちろん、水中ウオー
キングや遊泳もできます。お得な回数券（11
枚綴り3,000円※中学生以下1,000円）も販売
しています。
利用時間 10:00～20:30 入場料 300円※中学生
以下100円。いずれも1回2時間、追加料金で1
時間まで延長可

卓球の日～ホールで楽しもう
日時 毎週水曜日午後…13:00～17:00、夜間…18:00～21:30※利用者多数の場合は当
日抽選 入場料 各回100円※中学生以下50円 その他 ラケット、ボールの無料貸し出
しあり

さまざまな貸し部屋～打ち合わせやレクリエーションなど お気軽にご利用を
　事前に利用者登録を行い、「日野市施設予約システム」からご予約を。利用者ID
を取得していてパソコンなどの端末がない方、システムの操作に慣れていない方
は会館受付で予約申請のお手伝いをします。
貸し部屋・利用時間・料金  下表の通り※営利目的の利用不可

※ 各施設は新型コロナウイルスの影響により、利用を制限する場合があります。詳細はお
問い合わせください

問 東部会館（☎583-4311）
1000974ID

利用区分

貸し部屋

貸切利用 個人利用
午前

9:00～12:00
午後

13:00～17:00
夜間

18:00～21:30
全日

9:00～21:30
毎週水曜日の午後・夜間

（卓球専用）

ホール 定員150人 2,900円 3,700円 3,300円 9,900円 大人100円
中学生以下50円

会議室 定員18人×2室 各 400円 各 600円 各 500円 各 1,500円
集会室（和室）

定員12人×2室 各 400円 各 600円 各 500円 各 1,500円

視聴覚室 定員36人 1,400円 1,650円 1,500円 4,550円
料理実習室 定員25人 1,500円 2,000円 1,800円 5,300円

▲室内の25mプール
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