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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日

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。

1月15日号…12月 7日㈪
2月 1日号…12月2３日㈬
2月15日号… 1月1３日㈬
３月 1日号… 1月27日㈬

講習・学習会
★クリスマス用アレンジ花
12月1日㈫・３日㈭・8日㈫・10日㈭・15日㈫・
17日㈭・22日㈫14:00～16:00／会員宅（上田）
／プリザーブドフラワーやアートフラワーな
どでアレンジ花を作る／各日３人程度※お子
さまも一緒可／1回1,500～2,000円／大西（☎
080-1122-6086）へ申し込み
★秋津書道講座
12月5日㈯9:３0～11:３0／多摩平の森ふれあい
館／初心者歓迎／25人／1,500円※体験無料
／真鍋（☎080-３015-0752）へ申し込み
★憲法連続講座　第2回～米大統領選後の日
米関係
12月5日㈯14:３0～16:３0／ゆのした市民交流
センター（日野本町）／18人※Zoom参加者
は100人／500円／日野・市民自治研究所（☎
589-2106）へ申し込み
★運動不足解消と老化防止に体操式日本の踊
り～中高年無料体験講習会
12月7日㈪・14日㈪・21日㈪1３:00～14:３0／落
川都営住宅地区センター／講習曲…奴さん、
黒田節／藤間（☎592-5157）
★成年後見制度説明会・相談会
12月8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
★日野新選組ガイドの会講演会兼研修会～新
選組参謀　伊東甲子太郎は裏切り者か？
12月9日㈬1３:３0～16:３0／日野宿交流館／同会

（芹川☎090-54３0-120３）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」
①12月12日㈯②19日㈯／14:00～16:00／平山
交流センター／①終わりの始まりⅠ②終わり
の始まりⅡ／1,000円／増田（☎585-1585）
★お華炭つくり体験講座
12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（冨山☎090-8807-54３7※ショートメー
ル（SMS）にて）へ申し込み
★しきなみ短歌講座
12月1３日㈰12:３0～16:３0／多摩平の森ふれあ
い館／初心者歓迎／25人／1,000円※体験無
料／真鍋（☎080-３015-0752）へ申し込み
★子育てセミナー
12月15日㈫10:00～11:３0／多摩平の森ふれあ

12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／同会（惟

これ

住
ずみ

☎594-77３0）
★癒やしのパステル画を描く会
12月1３日㈰14:00～15:３0／多摩平の森ふれあ
い館／荒川（☎080-664３-6952）
★日野精神障害者家族会～家族相談
12月17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
★システムデザインフォーラム2020
12月中旬／東京都立大学システムデザイン学
部ホームページ上に学部PR・各学科紹介・
施設紹介など映像コンテンツを掲載／同大学
日野キャンパス広報担当（☎585-861３）

もよおし
★あかいやね～①赤ちゃんへのラブレター朗
読②親子で楽しむ小さな音楽会③よっちゃん
のニコニコシアター
①12月３日㈭②5日㈯③15日㈫いずれも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）
★日野子育てパートナーの会から
▶子育て講座「離乳食について～家族そろっ
て何食べる？」（要申込）…12月３日㈭10:３0～
11:３0／万願寺交流センター／乳児と保護者
対象／15組▶みんなのはらっぱ万願寺～おや
まにあつまれ！…12月11日㈮11:00～11:45／
万願寺交流センター向かいの丘※直接会場へ
／そり遊び／乳幼児と保護者対象／いずれも
同会（☎587-6276）

★杉野幼稚園から
▶作品展…12月6日㈰9:３0～1３:３0／園児の絵
や製作の展示／上履き持参 ▶親子であそぼ
う！～つくってあそぼう！（要申込）…12月16
日㈬10:00～11:00／手遊びな

ど ▶園庭開放…
12月18日㈮12:00～14:３0※雨天中止／いずれ
も同園（百草）／同園（☎591-３515）
★歌で楽しむ元気会
12月10日㈭1３:３0～14:３0／七生福祉センター
／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／上
履き（スリッパ）持参／小川（☎594-9960）
★光塩女子学院日野幼稚園～園庭開放
12月11日㈮10:３0から※雨天中止／同園（程久
保）／園庭開放終了後、園内見学可／未就園児
親子対象／15組／同園（☎592-5526）へ申し込み
★朗読会「愛、深き淵より－その⑦」（星野富
弘著）
12月12日㈯14:00～15:00／日野南平キリスト
教会（南平）／永井（☎59３-075３）
★もぐさ台幼稚園～みんなで遊ぼう
12月14日㈪11:３0～12:３0／同園（百草）／平成
27年4月2日～３1年4月1日生まれ対象／同園

（☎591-1729）へ申し込み
★こども食堂～さくらちゃん
12月20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
★多摩童謡友の会～午後の童謡
12月25日㈮1３:00～15:00／京王聖蹟桜ヶ丘SC
アウラホール（多摩市）／60人／1,700円※封

筒に入れて持参／同会事務局（高山☎090-
4919-6751）へ申し込み

美術・音楽
★第5回楽しく学ぶ写真教室作品展
12月10日㈭～14日㈪10:00～17:00※14日は15: 
00まで／ギャラリーホワイト（大坂上）／身近
な風景、花、鳥、街中スナップ写真な

ど／冨森
（☎58３-2776）

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。

★手芸・小物作り
午前の部…10:00～12:00、午後の部…1３:３0～
15:３0／1本針編み巾着、千代紙細工な

ど／未経
験・初心者歓迎／各回３人／4回で5,000円の
チケット制／実施日、会場など詳細は問い合
わせを／杉山（☎581-0149）
★イナゴ俳句会
毎月第1日曜日1３:00～16:00／多摩平一丁目地
区センターな

ど／各自作の句を持ち寄り句会
を開催※郵送などによる投句・添削となる月
もあり／初心者歓迎／月500円※指導あ

り／新
藤（☎090-6481-7952）
★ロゼ教会音楽合唱団（混声）
月2回土曜日14:00～16:00／高幡不動駅周辺／
アヴェマリアなどの作品をゆったりペースで
／月2,500円※指導あ

り／同合唱団（☎090-３81 
4-8948）

い館／イヤイヤ期の育て方／子育て中の親対
象 ※ 保 育 あ

り／25人／３00円／ 山 下（ ☎090-
4598-5525）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブから
▶外国人も参加するオンライン10回コース～
外国人のお友だちを作るための英会話…12月
19日 か ら 隔 週 土 曜 日1３:00～15:00／5人／
15,000円（10回）▶Practice�Xコース～オン
ライン日常英語繰り返し練習会…12月16日か
ら毎週水曜日19:00～21:00／外国人も参加／
1回1,500円※5回券を初回前に送金／いずれ
もZoomを使用／実施日の３日前までに同ク
ラブ（☎582-8691）へ申し込み
★ケア・センターやわらぎ～介護職員初任者
研修（通学）
1月6日～2月26日の月曜・水曜・金曜日（20日
間）、実習4日間／同センター（立川市）／24人
／57,124円（テキスト代含む）／申込方法など
詳細は問い合わせを／12月28日㈪12:00まで
に同センター（井上☎042-52３-３552）へ

ごあんない
★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…12月1日㈫・8日㈫・15
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…12月2日㈬・
16日㈬…豊田教室（豊田駅南口）、３日㈭・10
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
★そろそろ体を動かしてリフレッシュしませ
んか！～体力up＆ストレッチ
12月2日㈬・9日㈬…東町交流センター、4日㈮・
11日㈮…勤労・青年会館、5日㈯・6日㈰…生
活・保健センター、7日㈪・14日㈪…落川都
営住宅地区センター／10:00～11:20※5日の
み1３:40～15:00／1回500円／３B 体操（倉橋☎
090-5999-6628）へ申し込み
★コロナに負けない！リモート俳句会
12月4日㈮・11日㈮・18日㈮／参加者は自宅で
作句、講師とリモートでつなぐ／電話・ファクス
を使用して、俳句の手ほどきを受ける／指導あ

り

／初心者歓迎／10人／詳細は問い合わせを／
（一社）Rapport（☎090-1848-181３）へ申し込み
★ヨガサークル
12月の①毎週金曜日②毎週月曜日／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②20人／1回500円※指導
あ

り／秋山（☎090-5982-175３）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
12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※見学可／尾﨑

（☎090-5999-10３３）へ申し込み
★レディース将棋
12月5日㈯・19日㈯1３:00～16:00／5日…中央
図書館、19日…社会教育センター／将棋対局
／女性限定、初心者歓迎／500円／榎本（☎
581-4519）
★心と体の健康クラブ
12月5日㈯・19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／月2回800円※体験無料、指導あ
り

／真鍋（☎080-３015-0752）へ申し込み
★日野柳友会～川柳句会
12月6日㈰1３:３0～15:３0／勤労・青年会館／兼
題…のびる、のろのろ※各2句／経験不問／
1,000円※見学無料／筆記用具持参／多胡（☎
584-5785）
★相続、遺言、生前贈与、成年後見など暮ら
しの無料法律相談会
12月6日㈰・1３日㈰9:00～12:00／新町交流セ
ンター／各日10人／もちづき会（☎070-5467-
2757）へ申し込み
★リトミック＋ベビーマッサージ～リズム
deベビマとベビマのレッスン
12月7日㈪・11日㈮・14日㈪10:00からと11:00
から／多摩平の森ふれあい館／ふれあいとリ
ズムを楽しむ／首座りから立っちまでの乳幼
児と保護者対象／各回4組／1,000円※指導あ

り

／土田（☎090-2499-514３）へ申し込み
★日野台囲碁・将棋クラブ
12月の毎週月曜日1３:00～17:00／日野台地区
センター／対局ができる方対象／須山（☎
58３-1846）
★がんカフェひの
12月9日㈬10:00～11:00／市立病院／交流、お
しゃべり、情報交換な

ど／酒井（☎080-1144-
2448）
★ペルー料理のランチ付きベビーマッサージ
12月11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（持ち帰り可）／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
12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）
★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
12月12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／山中（☎090-17３３-6661）へ申し込み
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除

みんなのメモ帳をお読みの皆さまにお願い
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日野映像支援隊から

◉日野映像支援隊のロケ情報！
問 シティセールス推進課（☎514-8461）

劇場版『アンダードッグ』
11月27日㈮よりホワイトシネクイント他にて［前・
後編］公開中！
　『百円の恋』
から6年。監督・
武正晴、脚本・
足立紳をはじ
めとする製作
陣が、キャス
トに森山未來、
北村匠海、勝
地 涼 を 迎 え、
再びボクシングを題材に不屈のルーザーたちへ捧
げる挽歌を作り上げた。
　ボクシングにしがみつく事しかできない主人公
を中心に、人生から見放された三人の男たちのド
ラマを描く。どん底から這い上がろうとする負け
犬たちの姿が、魂を救う感動のドラマ。
出演 森山未來、北村匠海、勝地涼ほか 監督 武正
晴 原作・脚本 足立紳 配給 東映ビデオ
　落川交流センター、ほほえみ公園などで撮影が
行われました。ぜひ劇場でご覧ください。

©2020「アンダードッグ」製作委員会

　市では、農家を応援する援農ボランティアを育成しています。講座修
了後は、市内農家で活躍していただきます。受講料は無料です。
日程 1～12月の原則平日※講座による知識の習得（月1回）、圃

ほ

場
じょう

（畑）での
実習（月2～5回）会場 七ツ塚ファーマーズセンターおよび実習圃場 内容 
援農活動を実践するための農業知識、土作りから収穫までの技術の習得、
圃場の管理作業※市 HP  で動画コンテンツを公開 対象 修了後に援農活動
ができる方 定員 20人※応募される方は問い合わせを その他 募集説明会
あり 申込 12月11日㈮までに市役所３階都市農業振興課へ所定の申込書（同
課で配布）を持参。住所、氏名、年齢、電話番号、応募動機を記入※土曜・
日曜日を除く

　「ひの新選組ポイント」を利用しての買い物は12月３1日㈭で終了しま
す。お早めにご利用ください。
▼ひの新選組ポイント
　有効期間が残っていても12月３1日を過ぎると利用できません。
▼電子マネーＷＡＯＮ
　ひの新選組ポイント終了後も、「ひの新選組ＷＡＯＮカード」の電子ＷＡ
ＯＮサービスは、引き続きイオンなどのＷＡＯＮ加盟店で利用できます。
　ひの新選組ＷＡＯＮカードは、全国どこで利用しても利用金額の一部
が市の商業振興など地域活性化に活用されます。

1014119ID 　問 日野市商工会（☎581-３666）

 1010556ID 　問 都市農業振興課（☎514-8447）
農の学校（第17期）受講生を募集

ひの新選組ポイント終了のお知らせ

19 18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
今号に関するお問い合わせ　日野市役所　代表☎ 585－1111　FAX 581－2516　 soudan@city.hino.lg.jp
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