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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
2月15日号… 1月13日㈬
3月 1日号… 1月27日㈬
3月15日号… 2月12日㈮
4月 1日号… 3月 1日㈪

講習・学習会
★私の日本憲法史～二つの憲法の下で生きて

（後半）　1月９日㈯14:３0〜16:３0／生活・保健
センター／40人／500円／日野・市民自治研
究所（☎58９-2106）
★成年後見制度説明会・相談会　1月1３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
★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」　1月2３日㈯14:00〜
16:00／平山交流センター／ポスト平成時代
⑴／1,000円／増田（☎585-1585）
★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…1月1９日から隔週
火曜日1９:00〜21:00／5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…1月21日から毎週木曜日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

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　1月の毎週土曜日10:３0〜17:00／
杉田ビル4階麻雀ZOO（立川駅北口）／あがり
方の分かる方対象※中高齢者歓迎／1日2,000
円／尾﨑（☎0９0-5９９９-10３３）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、住まい、共同墓地・葬儀、遺言・
相続などの相談…1月6日㈬・1３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…1月6日㈬・1３日㈬
18:00〜20:00／豊田教室（豊田駅南口）／月
700円※保護者は要入会／安藤（☎080-３016-
7９９1）へ申し込み
★ヨガサークル　①1月8日㈮・15日㈮・22日
㈮・2９日㈮②1月18日㈪・25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／MIYUKI（☎0９0-5９82-175３）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　1月９日㈯1３:３0〜16:00／
愛隣舎ホール（多摩平）※直接会場へ／３00円

ー、手遊びな
ど／同園（☎5９1-３515）へ申し込み

美術・音楽
★絵画特別研究会～女性（着衣）を描く　1月
10日㈰９:３0〜17:00／生活・保健センター／初
心者歓迎／1,500円※指導あ

り／用具、昼食持
参／日野市美術連盟（児玉☎5９2-226９）

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。

★炎の会　毎月第1・第３日曜日18:00〜21:00

／林（☎0９0-7９01-4３01）
★心と体の健康クラブ　1月10日㈰・2３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／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　1月10日㈰1３:３0〜
15:３0／勤労・青年会館／兼題…春、はっきり
※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　1月10日㈰・11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
★日野台囲碁・将棋クラブ　1月の毎週月曜
日1３:00〜17:00※4日を除く／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　1月1３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）
★滝合小学校地区自治会主催～どんど焼き
1月16日㈯11:00〜14:00／川北地区センター前

（平山八幡神社特設会場）／平山どんど焼き復
活の会（壷井☎050-5880-7271）
★日野市消防団第四分団第二部主催～どんど
焼き　1月17日㈰10:00から／豊田南地区一号
公園／周辺住民対象※小学校低学年以下は保
護者同伴／800人／お飾りなどは当日のみ受
け付け／金平（☎070-5080-82３8）
★婚活テラスTAMA～新春ご相談会 仲人
と話そう！ 婚活・お悩みあれこれ
1月16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
1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／同会（惟

これ
住
ずみ

☎5９4-77３0）
★日野精神障害者家族会～家族相談　1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
★コロナに負けない！リモート俳句会　2月5
日㈮10:00〜11:00／参加者は自宅で作句、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／20人／詳細は問い合わせを／
（一社）Rapport（☎0９0-1848-181３）へ申し込
み
★ひの社会教育センターから ▶和の音色を
楽しみましょう…1月12日㈫10:３0〜12:00／文
化箏（ミニ箏）▶アートに夢中になるひととき
を…1月12日㈫①10:３0〜12:３0②1３:３0〜15:３0

③10:３0〜15:３0／①水彩スケッチ②日本画③
たっぷり5時間アトリエコース／いずれも費
用など詳細は問い合わせまたは同センター 
HP  参照／同センター（☎582-３1３6）へ申し込
み
★子ども大人食堂～スタッフ募集・食材寄付
募集　毎月1回開催予定／中央公民館な

ど／詳
細は問い合わせを／増山（☎0９0-17３6-３82９）

もよおし
★日野子育てパートナーの会から ▶みんな
のはらっぱ南平～はらっぱカフェタイム…1
月5日㈫10:３0〜11:00／南平駅西交流センター
／保護者同士でお茶を楽しむ／乳幼児の保護
者対象／4人／３0円▶みんなのはらっぱ万願
寺～おやまにあつまれ！…1月7日㈭11:00〜
11:45／万願寺交流センター向かいの丘／そ
りすべり／乳幼児と保護者対象▶みんなのは
らっぱ南平～体重計測の日…1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）
★歌で楽しむ元気会　1月7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／上履き（スリッパ）持参／小
川（☎5９4-９９60）
★楽しく唄おう～カンツォーネ　1月8日㈮1３:
00〜15:00／東部会館／15人／100円／栁田（☎
0９0-2251-３8９３）へ申し込み
★朗読会「愛をこめて生きる・・その①」（渡
辺和子著）　1月９日㈯14:00〜15:00／日野南平
キリスト教会（南平）／永井（☎5９３-075３）
★ハーモニーから ▶歌声喫茶…1月９日㈯
10:00から／中央福祉センター▶①アコーデ
ィオン＆歌声…14日㈭14:00から▶②女性コー
ラス…6日㈬・1３日㈬1３:00から▶③英語で歌
おう…16日㈯12:３0から▶④ビルマン聡平・
中山博之音楽講座…10日㈰11:00からと14:00
から／いずれも①〜④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）
★あかいやね～ホットストーン
1月14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／バスタオル1
枚持参／同施設（☎5９4-7841）
★ラヴィアンローズダンスパーティー　1月
16日㈯1３:00〜15:３0／新町交流センター／新
年お年玉抽選つき／700円／マスク、ドリン
ク持参／マダム小夜子（☎0９0-5414-4858）
★こども食堂～さくらちゃん　1月17日㈰16:
00〜17:00／日野キリスト教会（大坂上）／コ
ロナ対策でお弁当配布／３00円※中学生以下
無料／山田（☎080-54９1-8９04）へ申し込み
★杉野幼稚園～親子であそぼう！　1月18日
㈪10:00〜11:00／同園（百草）／パネルシアタ

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。

／平山交流センターな
ど／裸婦モデルを対象

にしたデッサン会／入会金３,000円、半年会
費15,000円／林（☎0９0-8087-2９９8）
★ことぶき書道の会　毎月第1・第３火曜日
1３:３0〜15:３0／中央福祉センターな

ど／初心者
歓迎／入会金500円、月2,500円※その他実費・
指導あ

り／久
く

世
せ

（☎585-2116）
★顔ヨガサークルペルル　毎月第2水曜日・
第３土曜日10:３0〜12:00／立川女性センターア
イム（立川市）な

ど／ほうれい線やたるみなど顔
の老化を表情筋トレーニングで改善／1,000
円／木下（☎0９0-2752-３1９３）

仲川耕平選手が第47回全日本大学選手権
大会で活躍し、文化・スポーツ功労者顕
彰を受章しました

今村摂さん、大山明さんが
東京都青少年健全育成功労者として表彰を受けました

　仲川耕平選手（仲田小・一中卒業、中央大
学在学中）が令和2年10月22日～25日に埼玉県
の戸田ボートコースで行われた「第47回全日
本大学選手権大会」において、男子舵手つき
フォアで総合優勝の成績を収めました。仲川
選手は令和2年12月7日に市長を訪問し、結果
報告をしました。
　今後の活躍が楽しみです。

　市内在住の今村摂さん、大山明さんが、令和2年11月9日に令
和2年度東京都青少年健全育成功労者等表彰にて「青少年健全育
成功労者」として小池百合子東京都知事より表彰を受けました。
　この賞は、長年にわたり青少年の健全育成に尽力された方へ
贈られるものです。
　今村さんと大山さんは、お二人とも日野市青少年委員の会で
議長を務められた経験があります。
　ほかにも
市内で実施
されている
さまざまな
青少年健全
育成事業で
の活動実績
が評価され
ました。

1016080ID 問子育て課（☎514-8579）

▲ 仲川耕平選手（右）と大坪市長▲ 仲川耕平選手（右）と大坪市長▲ 今村摂さん ▲ 大山明さん

1015764ID
問文化スポーツ課（☎514-8465）

　育児に仕事に大忙しのパパ・ママの皆さま、日野市からの子育て支援情報、ど
のくらいご存じですか？
　もっとたくさん知りたいけれど、自分で調べる時間がない…という
あなたは、子育て情報サイト「ぽけっとなび」をぜひご活用ください。
右記QRコードからご覧になれます。

1003966ID 問 子ども家庭支援センター (☎5９９-6670）、健康課（☎581-4111）

日野市の子育て情報サイトは、忙しいあなたの強い味方です

パパ・マ
マ必見!

❶ 必要な情報にナビゲート
市が実施している子育て
関連のサービスを、お子
さまの年齢や目的に合わ
せて検索できます。

❷ 予防接種の管理が簡単に
お子さま一人ひとりに合
わせた予防接種・乳幼児
健診スケジュールを自動
作成します。

❸ お知らせメールで安心
予防接種・乳幼児健診の
期日が近づくと、お知ら
せメールが届きます。

お
役
立
ち
機
能

魅力ある個店創り
支援事業補助金
経営環境激変対応支援型
（コロナ支援型）申請は1月
31日㈰まで

1007418ID

問 産業振興課（☎514-84３7）
　新型コロナウイルス感染症の流行に
ともなう緊急対策として、市内の個店
が新たなサービスを行うことで売り上
げを確保する取り組みを重点的に支援
します。申込方法など詳細はお問い合
わせください。補助限度額 50万円※予算
終了まで 補助率 10分の10 対象者 次の
①、②の両方を満たすこと①飲食業、
小売業、宿泊業、娯楽業、生活関連サー
ビス業②市内で店舗を持ち来店型の営
業を行っている中小企業者 対象事業 次
の①、②の両方を満たすこと①新型コ
ロナウイルスを契機として、新たに行
う売上確保を目的とした取り組み②経
済活動と感染拡大防止の両立を図る事
業 申請受付 郵送は1月３1日（消印有効）
まで、持参の場合は1月2９日㈮まで

15 14広報　　　　第1494号 令和3年1月1日かんたん検索!  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

み
ん
な
の
メ
モ
帳
・
そ
の
他

み
ん
な
の
メ
モ
帳
・
そ
の
他




