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みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
7月15日号… 6月11日㈮
8月 1日号… 6月２２日㈫

講習・学習会
★太極拳無料講習会
①６月６日 ㈰１0:00～１１:３0②１３日 ㈰１0:00～１１:３0
③２0日㈰１４:00～１5:３0④２7日㈰１４:00～１5:３0／
①平山交流センター②市民の森ふれあいホー
ル③多摩平交流センター④東部会館／軽運動
ができる服装、上履き、マスク持参／日野市
武術太極拳連盟（古賀☎090-３２３２-7１１7）
★介護予防体操講座
６月7日㈪１0:00～１１:１5／新川辺地区センター
／６0歳以上対象／１5人／飲み物、敷物持参／
冨迫（☎090-４09１-１２87）
★成年後見制度説明会・相談会
６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
★英語おしゃべりクラブから
▶外国人ゲストも参加するオンライン10回コ
ース～外国人とお付き合いするための英会話
…６月１7日から毎週木曜日１9:00～２0:３0／5人
／１5,000円（１0回）▶Practice�Xコース～外
国人も交えたオンライン日常英語繰り返し練
習会…６月１5日から毎週火曜日１9:00～２0:３0
／１回１,500円※5回券を初回前に送金▶お試
し無料コース～外国人のお友だちを作れる英
会話…６月１0日 ㈭１9:00～２0:３0、１２日 ㈯１３:３0
～１5:00／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
★歴史の見方・歩き方
６月１２日 ㈯・２６日 ㈯、7月１0日 ㈯１0:00～１２:00
／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／5,9４0円

（３回）／同協会（☎58６-６２２１）へ申し込み
★お華炭つくり体験講座　
６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
★介護福祉士実務者研修（通信）受講生募集
通信学習（eラーニングな

ど）…7月１日㈭～１0月
３１日㈰、スクーリング…１１月7日～１２月１9日
の毎週日曜日（全7回）／ケア・センターやわら
ぎ研修センター（立川市）／１5人／78,２00円～
8４,080円※テキスト代含む。eラーニングは
別途１,６50円／申し込み方法など詳細は問い
合わせを／６月１8日㈮１２:00までに同センター

（☎0４２-5２３-３55２）へ
★NPO法人シニアネットクラブ日野教室か
ら
▶シニア向けパソコン超初心者講座…7月６日

▶みんなのはらっぱ南平～体重計測の日…６
月8日㈫9:３0～１４:00／南平駅西交流センター
▶みんなのはらっぱ万願寺～しゃぼん玉であ
そぼう！…６月１0日㈭１0:３0～１１:１5／万願寺
交流センター前のひろば／タオル、水筒持参
▶みんなのはらっぱ万願寺～小児科専門医中
村敬先生のリモート子育て健康相談…６月１5
日㈫１0:１0～１１:２5／万願寺交流センター／い
ずれも乳幼児と保護者対象／同会（☎587-
６２7６）
★歌で楽しむ元気会
６月9日㈬１0:３0～１１:３0／三沢地区センター／
季節の童謡・唱歌な

ど／500円／小川（☎59４-
99６0）へ申し込み
★たかはた北保育園～楽しい音楽あそび
６月１0日㈭１0:00～１0:３0／同園（高幡）／リトミ
ックな

ど／２組／同園（☎59１-500３※平日１0:00
～１６:00）へ申し込み
★朗読会「愛をこめて生きる…その４」（渡辺和
子著）
６月１２日㈯１４:00から／日野南平キリスト教会

（南平）／永井（☎59３-075３）
★「親」婚活テラスTAMA～プロの仲人を交
えて知りたい聞きたい！
６月１３日㈰１４:00～１６:00／PlanT（多摩平の森
産業連携センター）／独身者の親対象／500円

（飲み物付き）／山中（☎090-１7３３-６６６１）へ申
し込み
★杉野幼稚園～親子であそぼう！
６月１４日㈪9:４5～１１:00／同園（百草）／体操／
同園（☎59１-３5１5）へ申し込み
★ベビーマッサージとアロマの虫よけスプレ
ー作り
６月１４日㈪１0:１5～１１:４5／万願寺交流センター
／２カ月～あんよ前までの乳児と母親対象／４
組／１,800円（材料費、茶菓子代含む）／伊勢谷

（☎090-４１３３-5４１7）へ申し込み
★こども食堂～さくらちゃん
６月２0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

スポーツ
★レクスポーツ・ミニテニス交流大会
６月１9日㈯9:00～１６:３0／市民の森ふれあいホ
ール／団体戦形式／先着50人／700円／６月４
日㈮までに日野市ミニテニス連盟（重城☎
585-４7４１）へ
★日野市テニス協会から
▶初級中級クラス別テニス講習会…7月３日㈯
7:00～9:00※雨天時7月１0日㈯に順延／多摩
平第一公園テニスコート／市内在住・在勤・

在学者対象／抽選で３0人／１,000円／６月１１日
㈮までに二宮（☎070-895３-４7６２※１8:00以降）
へ▶ジュニアの為のやさしい初めてのテニス
…7月３日㈯8:３0～１0:３0※雨天時7月１0日㈯に
順延／多摩平第一公園テニスコート／市内在
住・在学者対象／２5人／６月１１日㈮までに鈴
木（☎090-１１１３-４２４３※１8:00以降）へ／いずれ
も詳細は同協会 HP  参照
★ソフトテニス日野選手権大会
7月４日㈰9:00～１7:00※予備日7月１１日㈰／多
摩平第一公園テニスコート／男女一部・二部・
シニア50歳・Gシニア70歳／市内在住・在勤・
在学者、連盟加入者対象／１ペア２,000円／６
月２7日㈰までに山崎（☎080-１１5２-09１２）へ

美術・音楽
★日野波の会第1４回作品展
６月２日㈬～６日㈰１0:00～１7:00※２日は１３:00か
ら、６日は１６:00まで／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／アクリル画、水彩、油彩／築

つい

比
ひ

地
じ

（☎
58２-２６３0）
★百草団地にお住まいの方などを描いた個展
６月5日㈯１5:00～２0:00、６日㈰１0:00～２0:00、7
日㈪１0:00～１5:00／日野百草団地第１集会所

（日野百草団地商店街２階）／佐々木（☎59３-１5 
0２）

～１２月２１日の毎週火曜日１5:00～１7:00／8人
／１カ月４,２00円（テキスト代含む）▶Excel初
心者講座…7月３日～１２月１8日の第１・第３土曜
日１0:00～１２:00／8人／１カ月２,１00円（テキスト
代含む）▶シニアのためのやさしいスマホ講
座…7月１0日～１２月２5日の第２・第４土曜日１0: 
00～１２:00／8人／１カ月２,１00円※テキスト代
別途／いずれも同教室（多摩平）／同教室（柳
下☎080-３１7６-６２４0）へ申し込み

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、住まい、共同墓地・
葬儀、遺言・相続などの相談…６月２日㈬・9
日㈬・１６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…６
月２日㈬・9日㈬・１６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
６月の①毎週月曜日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
６月の毎週月曜日１３:00～１7:00／日野台地区セ
ンター／初心者から上級者対象／須山（☎58 
３-１8４６）
★相続、遺言、生前贈与、成年後見などの身
近な無料法律相談
６月5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
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科
６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
★交流会～情報交換・悩み相談などなんでも
６月5日㈯１３:３0～１６:00／ひの市民活動支援セ
ンター／日野精神障害者家族会（☎080-１２３8-
59６0）
★日野柳友会～川柳句会
６月６日㈰１３:３0～１5:３0／勤労・青年会館／兼
題…マスク、前※各２句／経験不問／１,000円
※見学無料／筆記用具持参／多胡（☎58４-
5785）
★がんカフェひの
６月9日㈬１0:00～１２:00／市立病院／交流、お
しゃべり、情報交換な

ど／酒井（☎080-１１４４-
２４４8）
★相続・遺言（書き方）・成年後見・老後の備
えの準備など暮らしの無料相談会

６月１0日㈭１３:00～１６:00／平山交流センター／
相続・遺言を考える会（飯田☎090-85６４-5２08）
へ申し込み
★実践女子大学生涯学習センター①おもしろ
すぎる「平家物語」（オンデマンド配信）②い
ま再び新しく宮沢賢治を読み深める（オンデ
マンド配信）
６月１１日㈮～8月３１日㈫１7:00／６,６00円／申込
方法など詳細は同センター HP  を参照または
問い合わせを／7月３0日㈮１7:00までに同セン
ター（☎589-１２１２）へ
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野
６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
６月１３日㈰６:00～7:00／高幡不動駅南口バス停
付近集合／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
６月１３日㈰１４:00～１5:３0／多摩平の森ふれあい
館／荒川（☎080-６６４３-６95２）
★ひの社会教育センターから
▶はじめての韓国語…６月9日㈬１8:２0～１9:２0
／１,980円▶100玉そろばん…６月１３日㈰１0:00
～１0:３0／5・６歳児対象／１,６50円／いずれも
詳細は同センターへ問い合わせまたは HP  参
照／同センター（☎58２-３１３６）

もよおし
★あかいやね～①さつまいもの苗植え②心に
沁
し
みる本の朗読③よっちゃんのニコニコシア

ター④パパと遊ぼうアスレチック
①６月２日㈬・３日㈭②8日㈫③１5日㈫④１２日㈯
いずれも１１:00から／同施設（程久保）／子育て
中の親子対象／同施設（☎59４-78４１）
★6週を通して行う産後トータルケア
６月４日～7月１６日の毎週金曜日9:４5～１１:４5※7
月9日を除く／多摩平交流センター／バラン
スボール、セルフケア、脳内ワーク／４人／
２４,000円（６回）※ 指 導あ

り／Shoko（ ☎090-99 
7６-8２６9※ショートメール（SMS）にて）へ申
し込み
★光塩女子学院日野幼稚園から
▶園庭開放…６月４日㈮１0:３0から▶乳幼児室内
開放バンビ…６月１7日㈭１0:３0から／いずれも
同園（程久保）※直接会場へ／未就園児親子対
象／上履き、外靴を入れる袋持参／同園（☎
59２-55２６）
★リリックダンスパーティー
６月６日㈰・１３日㈰１３:00～１６:00／新町交流セ
ンター／６00円／マスク、飲み物持参／五味

（☎090-２６３３-7775）
★日野子育てパートナーの会から

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。
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みんなのメモ帳にご投稿いただいている皆さま、お読みいただいている皆さまへ
広報ひの８月１日号（リニューアル）以降もみんなのメモ帳は継続します

崖やよう壁
へ き

などの崩壊にご注意を

　梅雨や台風の時期は、長雨や集中豪雨で地盤が緩
み、崖やよう壁などの崩壊が起こりやすくなります。
特に、危ない崖や不完全なよう壁のそばにある家で
は、大きな被害を受けるばかりではなく、隣接する
方々の生命、財産にまで危険を及ぼすことにもなり
ます。このようなことの無いよう日ごろから家の周
りの安全を確かめ、危ない石積みや土留めなどは補
強改善し、雨水の排水をよくするなどして、安全対
策を心掛けましょう。
　すでに、関係機関から改善などの措置をとるよう
勧告を受けている方は、補強、改良などの工事を行
ってください。なお、法律（宅地造成等規制法）で定
められた区域内での一定の高さ以上の切り土・盛り
土、よう壁などの築造をするときは、事前の許可が
必要ですので、ご注意ください。

　広報ひの４月１5日号でご案内の通り、8月１日号か
ら広報の発行を毎月１日号の月１回とし、誌面をリニ
ューアルしますが、みんなのメモ帳は継続します。
　みんなのメモ帳へ投稿される皆さまには、これま

でも必要最低限の情報を簡潔にまとめた原稿の作成
にご協力をいただいておりますが、より多くの市民、
団体、サークルなどの皆さまの活動を掲載できるよ
う、引き続きのご理解・ご協力をお願いします。

問 東京都多摩建築指導事務所（☎0４２-
5４8-２0４１）、市都市計画課（☎5１４-8３7４）

1001095ID 　問 市長公室広報担当（☎5１４-809２）

1003405ID

19 18広報　　　　第1504号 令和3年6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


