投稿のページ

みんなの

メモ 帳
原稿締め切り日

3月 1日号…
3月15日号…
4月 1日号…
4月15日号…

1月27日㈬
2月12日㈮
3月 1日㈪
3月12日㈮

★歴史の見方・歩き方

2月13日 ㈯・27日 ㈯、3月27日 ㈯10:00～12:00

／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／各回異な
るテーマで地理的視点や長期的な視野に立っ

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。

安全避難方法を解説※ Zoom を使用／先着

80人／Zoom 初心者向けの事前準備サポート
あ

／同広場（☎0428-43-8723※火曜・土曜日

り

10:00～14:00）へ申し込み

★日野駅前かわせみ保育園～保育補助募集

詳細は問い合わせを／同園（三塚☎581-2233
※月曜〜金曜日9:00～16:00）
★ひの社会教育センターから

▶ゆるかわ水墨画＆日本画の描き方を教わり
ます～大人のアトリエ…1月21日㈭10:00～12:
00／3,300円▶陽気なカルロス先生に基礎か

ら教わります～スペイン語入門…1月21日㈭

20:00～21:00／2,145円▶新年の始まりととも

て学ぶ／5人／5,940円（3回）／同協会（☎586-

にピアノはいかがですか？～ゼロからはじめ

ごあんない

3,520円／いずれも詳細は問い合わせまたは同

6221）へ申し込み

みんなのメモ帳

★コロナ・風邪に負けない体力づくり～体力
up ＆ストレッチ

る 大 人 の ピ ア ノ …1月27日 ㈬14:00～14:30／

センター HP 参照／同センター
（☎582-3136）

もよおし
★ハーモニーから

②勤労・青年会館／500円／3B 体操（倉橋☎

センター、23日㈯・30日㈯10:00から…平山

29日㈮10:00～11:20／①生活・保健センター
090-5999-6628）へ申し込み

1月17日㈰10:00～11:30／多摩平の森ふれあい
館／荒川（☎080-6643-6952）

★相続・遺言・成年後見・老後の備え（エン
ディングノート・財産管理など）暮らしの無

言・ 相 続 な ど の 相 談 …1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…1月20日㈬・

27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（☎0803016-7991）へ申し込み

★相続、遺言、生前贈与、成年後見などの暮
らしの無料法律相談

1月24日㈰・31日㈰9:00～12:00／新町交流セ
ンター／10人／もちづき会（☎070-5467-275
7）へ申し込み

★ベビーマッサージと感染症予防のアロマの
マスクスプレー作り

㈬13:00から▶②英語で歌おう…16日㈯・30
日 ㈯12:30か ら ▶ ③ サ ロ ン ラ イ ブ …31日 ㈰

11:00からと14:00から／いずれも①～③サロ
ン・ド・ハーモニー（南平）／費用など詳細は

★あかいやね～よっちゃんのニコニコシアター

会場へ／子育て中の親子対象／同施設（☎
594-7841）

★リリックダンスパーティー

1月23日㈯13:10～16:10／新町交流センター／
500円／五味（☎090-2633-7775）
★光塩女子学院日野幼稚園から

▶園庭開放…1月23日㈯10:00から※雨天中止

／未就園児親子対象／15組▶2021年度プレク

ラス説明会…1月29日㈮10:30から／2021年度
入会対象年齢児と保護者対象／8組／いずれ

も同園（程久保）／同園（☎592-5526）へ申し込
み

2月13日㈯14:00～16:00／定説の誤解を正し、

今号に関するお問い合わせ

美術・音楽
★第24回フォトサークル・ひの写真作品展

1月16日㈯～29日㈮9:00〜17:00※日曜日を除
に

わ

く／中央公民館／二羽（☎090-3552-3285）

★日野市アマチュア写真連合会～第17回ＨＡ
ＰＡ写真展

2月2日㈫～7日㈰10:00～17:00※2日は13:00か
ら、7日は15:00まで／とよだ市民ギャラリー
／吉田（☎090-6026-8419）

育て健康相談

ずれも万願寺交流センター／乳幼児とその保

1月27日 ㈬12:00～14:30、2月3日 ㈬13:30～15:

30※雨天中止／同園（百草）※直接会場へ／同
園（☎591-3515）

日野市役所 代表☎ 585－1111
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

FAX 581－2516

日時 2月3日㈬14:00～15:00 内容 ふれ

あい遊び、おしゃべり 対象「はぴは
ぴ」利用が初めての生後5カ月児まで
と母親または妊娠中の方 定員 申込
制で先着3組 申込 1月20日㈬10:00か
ら電話 会場・問 地域子ども家庭支援
センター多摩平「はぴはぴ」
（ ☎5891260）

図書館おはなし会
（2月）
ID 1015929

日時・会場・定員・問 下表の通り

0～2歳児対象
会場・問

日時

定員

2月3日㈬
15:00～15:15

先着5組

連 盟 登 録 者1,500円／1月20日 ㈬ ま で に 中 村

百草図書館
（☎594-4646）

2月17日㈬
15:00～15:15

先着4組

★日野市軟式野球連盟から

2月18日㈭
多摩平図書館
（ひよこタイム） 先着5組
（☎583-2561）
10:30～10:45

（☎080-5655-7615）へ

▶令和3年度連盟登録および春季大会参加受

付…2月6日㈯18:00～20:00、7日㈰9:00～12:00
／多摩川グラウンド管理棟▶審判員募集…男
女年齢不問※チームに所属している方も歓迎
／いずれも同連盟（☎080-2038-3493）

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。
★カンツォーネ～サークルいっち

2月18日㈭
平山図書館
（ひよこタイム） 先着3組
（☎591-7772）
10:30～10:45
中央図書館
（☎586-0584）

2月25日㈭
10:30～10:45

先着5組

3歳～未就学児対象
会場・問

日時

定員

高幡図書館
（☎591-7322）

2月3日㈬
15:30～15:45

先着5組

3893）

中央図書館
（☎586-0584）

2月10日㈬
15:30～15:45

先着5組

毎月第2木曜または第3木曜日9:30～12:00／多

日野図書館
（☎584-0467）

2月17日㈬
15:30～15:45

先着4組

百草図書館
（☎594-4646）

2月17日㈬
15:30～15:45

先着4組

多摩平図書館
（☎583-2561）

2月24日㈬
15:30～15:45

先着5組

毎月第2・第4金曜日13:00～15:00／東部会館など
／体操、発声練習、歌唱レッスン／15人／入
やなぎ

だ

会金1,000円、月4,300円／栁 田（☎090-2251とち

★橡かわせみ俳句会

摩平の森ふれあい館

／初心者歓迎／5人／月

利に関するものは掲載不可／問い合わ

せは各文末の代表者へ。市は関与して

いません／特に記載のないものは原則

無料／掲載後に苦情があったものは、

★杉野幼稚園～園庭開放

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう
ID 1009504


高幡図書館
（☎591-7322）

原稿は郵送、持参、または市 HP から
電子申請で受け付け／政治・宗教・営

①1月26日 ㈫10:00～10:30／4人／30円 ②1月27

子ども・保護者向け

2月6日㈯9:00から／市民の森ふれあいホール

測の日③小児科専門医中村先生のリモート子

っぱ万願寺①はらっぱカフェタイム②体重計

護者対象／同会（☎587-6276）

～大水害の次は大震災に備えよう‼

1150）へ

1,000円※添削指導あり／岡本
（☎090-4425-9908）

1,800円※茶菓子付き／伊勢谷（☎090-4133-

★日野団塊世代広場第13回オンライン講演会

民会館）／2月2日㈫までに同連盟（岩﨑☎582-

★日野子育てパートナーの会～みんなのはら

日 ㈬9:30～14:00③1月27日 ㈬10:30～11:45／ い

5417）へ申し込み

4月10日㈯10:30～15:30／ひの煉瓦ホール（市

な
ど

1月29日㈮10:15～11:45／万願寺交流センター
／2カ月～あんよ前の乳児と母親対象／4組／

者募集

／市内在住・在勤・在学者対象／2,000円※

区センター▶①女声コーラス…20日㈬・27日

1月19日㈫11:00から／同施設（程久保）※直接

▶暮らしの何でも相談、共同墓地・葬儀、遺

★日野市吟詠連盟～第65回春季吟詠大会出場

交流センター、30日㈯14:00から…大和田地

山交流センター／13:00～16:00／相続・遺言を
★日野生活と健康を守る会から

10人程度／津山（☎583-7612）

★日野市バドミントン連盟～シングルス大会

問い合わせを／同会
（久木田☎070-5023-2012）

考える会（飯田☎090-8564-5208）へ申し込み

1月31日㈰13:00～16:00／中央福祉センター／

▶歌声喫茶…1月16日㈯10:00から…中央福祉

料相談会

1月20日㈬…多摩平交流センター、28日㈭…平

★民謡津山会新年会

スポーツ

①1月16日㈯・23日㈯13:40～15:00②22日㈮・

★癒やしのパステル画を描く会
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みんなのメモ帳をお読みの皆さまにお願い

催 し

今後の掲載を見合わせていただきます

／掲載された記事は、市 HP で広報ひの
PDF版・テキスト版にも掲載されます

soudan@city.hino.lg.jp

いずれも 申込 開始時間の15分前
から各館で受け付け（先着順）その他
ひよこタイムとは乳幼児連れの保護
者が気兼ねなく来館できる時間。新
型コロナウイルス感染症対策の詳細
は、図書館 HP を参照または各館に
問い合わせを

スポーツ
東部会館から

ID 1000974

問 同会館温水プール
（☎583-5266

※9:30～20:30）

臨時休業のお知らせ
1月19日㈫・20日㈬は定期清掃の
ため、プールのみ休業します。
骨盤なめらか体操教室
日時 毎週土曜日11:00～12:00 会場 同
会館集会室 定員 申込制で先着5人
費用 5回で5,500円のチケット購入制
申込 電話

民の森ふれあいホール 講師 藤本ホ
セマリ氏（プロバドミントントレー
ナー、全日本社会人バドミントン大
会2000年・2003年優勝、アジア大会
出場2002年男子団体第5位）対象 ス
ポーツ指導者、保護者など 定員 申込
制で先着70人 申込 1月31日㈰17:00ま
でに電話、ファクスまたは E メール
で氏名を登録 問 日野市体育協会事
務局（☎・ FAX 582-5770
h-taikyo
@keh.biglobe.ne.jp）

平山台文化スポーツクラブから
ID 1003186

健康体操教室

日野市シニアスポーツ体験
ID 1010742
フェスタ
自分に合ったスポーツを継続する
ことで健康寿命を伸ばしましょう。
日時 2月11日㈷9:00～16:00 会場 市民
の森ふれあいホール※直接会場へ
種目 バドミントン、卓球、バレーボ
ール、インディアカ、ビーチボール、
武術太極拳、テコンドー、空手道、
少林寺拳法、剣道、スポーツウエル
ネス吹き矢 対象 原則60歳以上の市
内在住・在勤者（個人または団体）
持ち物 体育館履き、タオル その他
当日検温をして、マスク着用でお越
しください 問 日野市体育協会事務
局（☎582-5770）

ジュニアスポーツ指導者講習
会～パラリンピック・バドミ
ントン選手の育成
ID 1010741

日時 2月20日㈯14:00～16:00 会場 市

催し

講習・学習会

「広報ひの」
に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で
厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

日時 毎月第2～4土曜日10:00～11:30

講師 金子十美代氏
（健康運動指導士）

太極拳教室
日時 毎週木曜・金曜日10:00～11:30
講師 古賀眞知子氏・大平弘子氏
（公
認指導員）
いずれも 会場 平山台健康・市民
支援センター 費用 600円※会員250
円 申込 電話、ファクスまたは E メ
ール 問 同クラブ（☎・ FAX 506-9979
hirayamadai@hop.ocn.ne.jp）

軟式野球審判講習会
ID 1010772

日時 2月21日㈰9:00～16:00 会場・内容

午前…実技（多摩川グラウンド※雨
天の場合は生活・保健センター）、
午後…講義（生活・保健センター）
講師 東京都軟式野球連盟技術指導
員 対象 市 内 在 住・ 在 勤・ 在 学 者
申込 1月28日㈭までに電話 問 文化ス
ポーツ課（☎514-8465）

中央図書館耐震補強工事記念

島田潤一郎氏トークライブ
「本を読むということ」
ID 1015911

問 中央図書館
（☎586-0584）

中央図書館耐震補強工事は令和2年3月に無事終了しました。記念のト
ークライブを延期していましたが、このたび感染対策を取りながら開催
します。「本を読むこと」について、一緒に思いを巡らせてみましょう！
日時 2月13日㈯19:00～20:30 会場・定員 ①中央図書館…申込制で先着20人
（日野市民限定）②オンライン…申込制で先着50人程度 講師 島田潤一郎
氏（株式会社夏葉社代表取締役）申込 1月19日㈫10:00から
①電話または中央図書館窓口へ（来館の場合は1月25日㈪、
2月1日㈪・8日㈪を除く）②右記 QR コードの受付フォーム
から※詳細は図書館 HP を参照

広報
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