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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
4月15日号… 3月12日㈮
5月 1日号… 3月26日㈮
5月15日号… 4月 5日㈪
6月 1日号… 4月23日㈮

講習・学習会
★秋津書道講座　
3月6日㈯9:30～12:00／多摩平の森ふれあい
館／初心者歓迎／20人／1,500円※体験無料
／真鍋（☎080-3015-0752）へ申し込み
★成年後見制度説明会・相談会　
3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）へ申し込み
★中高年の無料お琴体験講座　
3月9日㈫・16日㈫・23日㈫13:00～14:30／三
沢東地区センター／練習曲「6段の調べ」、「さ
くら」／斉藤（☎592-5157）へ申し込み
★施政方針演説を切る　
3月13日㈯14:30～16:30／ゆのした市民交流
センター（日野本町）／会場…15人、Zoom…
20人／500円／日野・市民自治研究所（☎589-
2106）へ申し込み

市内在住者対象／筆記用具持参／原（☎080-
4876-7441）
★フリーマーケット出展者募集　
3月14日㈰、4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）
★第22回婚活テラスTAMA～ホワイトデー
スペシャル�仲人と話そう！婚活・お悩みあ
れこれ
3月14日㈰14:00～16:00／PlanT（多摩平の森
産業連携センター）／30～40代の独身者対象
／500円 ※ 飲 み 物 付 き／ 山 中（ ☎090-1733-
6661）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　
3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
…3月6日㈯13:30～16:00▶家族相談（要申込）
…3月18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、生前贈与、成年後見などの身
近な無料法律相談　
3月7日㈰・14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
★がんカフェひの　
3月10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）
★心と体の健康クラブ　
3月13日㈯・27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
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　
3月13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　
3月14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）
★ベビーマッサージと感染症＆花粉症予防の
アロマのマスクスプレー作り　
3月22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（材料費、お茶菓子代）／伊勢谷（☎
090-4133-5417）へ申し込み

もよおし
★たかはた北保育園から
▶作って遊ぼうおもちゃ講習…3月3日㈬
10:00～10:30▶出産を迎える親子の体験学習
…3月17日㈬10:00～10:30／出産をひかえて

いる方、4カ月までの乳児と母親対象／2組／
いずれも同園（高幡）／同園（☎591-5003※平
日10:00～16:00）へ申し込み
★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～小児科専門医中
村先生のリモート子育て健康相談…3月4日㈭
10:15～11:25／万願寺交流センター▶みんな
のはらっぱ南平～体重計測の日…3月9日㈫
9:30～14:00／南平駅西交流センター／いず
れも乳幼児と保護者対象／同会（☎587-6276）
★光塩女子学院日野幼稚園～2021年度プレク
ラス説明会　
3月5日㈮10:30から／同園（程久保）／2021年
度入会対象年齢児と保護者対象／8組／同園

（☎592-5526）へ申し込み
★あかいやね～①ベビータッチ②よっちゃん
のニコニコシアター　
①3月10日㈬②16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／①バスタオル持参／同施設（☎594-
7841）
★杉野幼稚園～園庭開放　
3月10日㈬13:30～15:30※雨天中止／同園（百
草）／同園（☎591-3515）
★朗読会「愛をこめて生きる…その3」（渡辺
和子著）　
3月13日㈯14:00から／日野南平キリスト教会

（南平）／永井（☎593-0753）
★朗読劇「線量計が鳴る」　
3月13日㈯13:30～16:00／七生公会堂／139人
／前売券2,000円（当日券2,500円）／自然の恵
みのエネルギーにいかす会（古

ふる

荘
しょう

☎592-
3806）へ申し込み
★こども食堂～さくらちゃん　
3月21日㈰16:00～17:00／日野キリスト教会

（大坂上）／お弁当配布／300円※中学生以下
無料／山田（☎080-5491-8904）へ申し込み
★ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーティー
3月26日㈮13:00～15:30／新町交流センター
／50人／700円／マスク、飲み物持参／マダ
ム小夜子（☎090-5414-4858）

スポーツ
★日野市卓球連盟～第49回日野市卓球選手権
大会（硬式シングルス）　
4月3日㈯9:30から／市民の森ふれあいホール
／市内在住・在勤・在学者、連盟会員対象／
費用、申し込み方法など詳細は問い合わせを
／3月5日㈮までに同連盟（斎藤☎080-4346-
4870）へ

美術・音楽
★第4回西安展「シルクロードと西安」　
3月3日㈬～7日㈰10:00～16:00／とよだ市民
ギャラリー／嶋津（☎581-4181）
★「ひの切り絵サークル」作品展　
3月3日㈬～22日㈪／多摩平の森ふれあい館／
同サークル（永瀬☎586-3353）
★第33回銀の会作品展　
3月9日㈫～14日㈰10:00～17:00※14日は16:00

まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、水彩、
アクリル画／金子（☎592-6306）へ申し込み
★第52回日野市美術連盟会員展　
3月10日㈬～12日㈮10:00～17:00※10日は11:00
から。12日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市
民会館）／水彩、油彩、日本画な

ど／三
み

次
よし

（☎
090-6303-7339）

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。

★俳句サークル～百草俳句会　
毎月第2木曜・第4水曜日13:00～16:00／百草
図書館な

ど／初心者歓迎／月500円※指導あ
り／

植山（☎090-8087-6689）
★将棋同好会～東清会　
毎週土曜または日曜日13:00～17:00／多摩平
交流センターな

ど／10代以上の初心者から上
級者対象／1回200円／六

むつ

田
だ

（☎586-3275※平
日20:00～22:00、土曜・日曜日19:00～22:00）
★自然治癒力を高めるリズム気功　
①毎週木曜日13:30から②毎週金曜日10:00か
ら／①生活・保健センターな

ど②平山交流セ
ンターな

ど／月3,000円／南雲（☎591-7263）
★楽しい曲で体を弛

ゆる

めるリズム体操　
①毎週月曜日14:00から②毎週火曜日10:00か
ら／①平山交流センターな

ど②湯沢福祉セン
ターな

ど／月3,000円／渡辺（☎090-2236-1916）
★手話ダンス講習・学習・研修会
毎月2回土曜日10:00～16:30※ご都合の良い時
間帯に／中央福祉センターな

ど／各回100円／
森（☎090-9150-0449）
★三浦綾子読書会に参加しませんか
毎月第1・第3水曜日13:30～15:30／多摩平交
流センターな

ど／「続泥流地帯」を輪読※途中
からの参加も歓迎／1回200円／竹内（☎090-
8173-9334）
★朗読サークル「もがり笛」
毎月第1木曜日10:30～12:30、第3木曜日13:30
～15:30／高幡図書館な

ど／饗
あい

場
ば
（☎090-5511-

6138）

★しきなみ短歌講座　
3月14日㈰13:30～16:00／多摩平の森ふれあ
い館／20人／1,000円※体験無料／真鍋（☎
080-3015-0752）へ申し込み
★お華炭つくり体験講座　
3月14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
★シニア向けパソコン超初心者講座　
4月3日～9月25日の毎週土曜日10:00～12:00／
シニアネットクラブ日野教室（多摩平）／8人
／1カ月4,200円／NPO法人シニアネットク
ラブ（柳下☎080-3176-6240）へ申し込み

ごあんない
★ヨガサークル　
3月の①毎週月曜日（29日を除く）②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／MIYUKI（ ☎090-5982-
1753）へ申し込み
★日野台囲碁・将棋クラブ　
3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）

★ベビーリトミック＆ベビーマッサージ
3月2日㈫・16日㈫・30日㈫…ベビーリトミッ
ク、8日㈪・22日㈪…ベビーマッサージ／
10:00からと11:00から／東豊田教室※詳細は
申し込み時にお知らせ／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／1,500円※指導あ

り／土田
（☎090-2499-5143）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会から
▶暮らしのなんでも相談、住まい、共同墓地・
葬儀、遺言・相続などの相談…3月3日㈬・10
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…3月3日㈬・
10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
★日野柳友会～川柳句会　
3月7日㈰13:30～15:30／勤労・青年会館／兼
題…ブレーキ、普通※各2句／経験不問／
1,000円※見学無料／筆記用具持参／多胡（☎
584-5785）
★ひの山歩きの会～会員募集入会説明会　
3月9日㈫14:00から／中央公民館／中高年の
山登り～高尾山、奥多摩、山梨、秩父、神奈
川など近辺の山、里山歩きな

ど※月3回程度／

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。

児童館のイベント

3月の児童館3月の児童館
※児童館のイベントはすべて事
前申し込み制です。詳細は各館に
お問い合わせください。実施の際
は十分な感染症対策を行います

いやされタイム
� 1012905ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時 5日㈮10:30～11:00 内容 簡
単な体操やセルフマッサージ 
対象 乳幼児と保護者※保護者
のみの参加も可 定員 申込制で
先着8組 申込 4日㈭までに電話
または来館

プレイルーム
� 1009954ID

会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 8日㈪・15日㈪10:00～12:00 
内容 手遊び、ふれあい遊びな
ど 対象 乳幼児と保護者 定員 申
込制で先着10組 申込 4日㈭9:30

から電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～プレイルーム　わい
わいワールド
� 1004025ID
会場・問 みさわ児童館（☎59 
1-3456）

日時 8日㈪・22日㈪10:00～11:30 
内容 大型遊具などによる自由
遊びなど 対象 乳幼児と保護者 
申込 8日は6日㈯、22日は19日㈮
までに電話または来館

パパとあそぼう！
� 1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 13日㈯10:15～11:00 内容 手
遊び、カレンダー製作など 対象 
乳 幼 児 と 保 護 者（ 父、 祖 父 ） 
申込 12日㈮までに電話または
来館

折り紙タイム
� 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 17日㈬10:45～11:15※直接

会場へ 内容 折り紙 対象 乳幼児
と保護者 定員 先着15組

理学療法士が教える
ジャンプ力・スピード
アップ法� 1011621ID
会場・問 さかえまち児童館

（☎585-8281）
日時 13日㈯16:00～17:30 内容 運
動能力を高めるトレーニング方
法 対象 中学・高校生 定員 申込
制で先着10人 申込 3日㈬9:30か
ら電話または来館

卒業おめでとうの日
� 1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 17日㈬15:30～16:30 内容 6
年生みんなで卒業を祝う 対象 
小学6年生 定員 申込制で先着15
人 申込 2日㈫16:00～16日㈫18:00
に電話または来館

ベビークラス
� 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 17日㈬①10:30～10:50②11: 

10～11:30 内容 身長体重測定や
リズム遊び、製作など 対象 3カ
月～1歳6カ月程度の乳幼児と保
護者 定員 申込制で先着7組 申込 
2日㈫から電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら
� 1008085ID
会場・問 まんがんじ児童館

（☎583-3309）
日時 11日㈭10:30～11:30 内容 手
遊び、歌遊び、読み聞かせ、か
んたん製作など 対象 1～3歳児
と保護者 定員 申込制で先着15
組 申込 3日㈬9:30から電話また
は来館

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば
� 1008792ID
会場・問 もぐさだい児童館

（☎591-7001）
日時 16日㈫10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊び、季節の工
作など 対象 乳幼児と保護者 
申込 15日㈪までに電話または
来館

「岸野農園」
利用者募集

1009250ID 　
問 都市農業振興課（☎514-8447）
利用期間 3月～令和4年1月（予定）
所在地 神明一丁目5番地の17
利用料 1区画30㎡年間4万円（種
苗・指導料、収穫代など）

農家の指導で
農業を体験できる
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