
「LINE」をApp Storeで入手する「LINE」をGoogle Play で入手する

Apple のロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc. の商標
です。App Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

このＱＲコードを
読み込んで友だち登録

スマートフォンに LINE が入っていないときは…

または ID検索で「@hinocity」と入力して登録

友だち登録の際には、運用方針（利用規約）を
必ずご確認ください。

1015684ID 市長公室広報担当（☎514-8092)問

日野市 日野市の情報がスマホに届く日野市の情報がスマホに届く
日野市ＬＩＮＥ公式アカウント 友だち募集中！

登録者数 10,000 人突破 !

新型コロナウイルス関連情報、
防災情報などが受け取れます

みんなの
メモ帳

投稿のページ

原稿締め切り日
8月 1日号… 6月22日㈫
9月 1日号… 7月28日㈬

もよおし
★光塩女子学院日野幼稚園から
▶乳幼児室内開放バンビ…6月17日㈭10:30か
ら▶体験保育・入園説明会…6月26日㈯▶園
庭開放…7月5日㈪10:30から／いずれも同園
（程久保）／未就園児親子対象／上履き、外靴
を入れる袋持参／詳細は問い合わせまたは同
園�HP �参照／同園（☎592-5526）
★あかいやねから
▶父の日製作…6月19日㈯11:00から▶お母さ
ん達のおしゃべり会（要申込）…6月21日㈪
11:00から▶歌のコンサート（要申込）…6月26
日㈯11:00から▶育児講座（1）…6月28日㈪11:
00から／子供の自立について／いずれも同施
設（程久保）／子育て中の親子対象／同施設
（☎594-7841）
★もぐさだい幼稚園～親子で遊ぼう
6月21日㈪11:00～11:30／同園（百草）／1歳児
親子リトミック／平成31年4月2日～令和2年4
月1日生まれ対象／同園（☎591-1729）へ申し
込み
★日野子育てパートナーの会から
▶みんなのはらっぱ南平～わりばしロケット
を作ろう…6月22日㈫10:30～11:15／南平駅西
交流センター▶みんなのはらっぱ万願寺～体
重計測の日…6月23日㈬9:30～14:00／万願寺
交流センター／いずれも乳幼児と保護者対象
／同会（☎587-6276）
★杉野幼稚園から
▶園庭開放…6月23日㈬14:00～15:30※雨天中
止▶令和4年度入園説明会…6月23日㈬15:00
～16:00／上履き持参／いずれも同園（百草）／
同園（☎591-3515）
★ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーティー
7月4日㈰・16日㈮・31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）
★ベビーマッサージとアロマの虫よけスプレ
ー作り
7月5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

ごあんない
★健康ヨガ・体験レッスン
6月18日㈮10:00～11:30、28日㈪14:00～15:30／
ピンポン倶楽部（日野）／各回8人／お試し1回
1,000円※指導あ

り／舘
たて

野
の

（☎090-9833-2213）へ

★児童合唱団こんぺいとうの空
毎週水曜日18:00～19:30／勤労・青年会館な

ど

／5歳～中学生※変声期前の男の子大歓迎／
月4,000円※指導あ

り／宇賀神（☎090-6038-
2708）
★浅川少年少女合唱団
▶土曜クラス…月2回／小学生対象▶日曜ク
ラス…毎週日曜日／小学5年～高校生対象／
いずれも9:30～11:30／中央公民館な

ど／10人
／土曜クラス月2,000円、日曜クラス3,500～
4,500円※見学期間は無料／柴崎（☎080-
3021-6306）
★健幸ヨガライム
毎週日曜日10:00～11:00／新町交流センター
な
ど／5人／1回800円※初回無料、指導あ

り／石
井（☎080-6508-9579）
★日野トレーニングクラブエアロビクス
毎週木曜日14:20～15:30／新井地区センター
な
ど／10人／入会費1,000円、月2,000円※指導

あ
り／比留間（☎586-3858）

★元気たんぽぽ会
毎月第1・第3水曜日10:00～11:30／旭が丘南
地区センターな

ど／介護予防体操／15人／入
会費1,000円、月1,000円※指導あ

り／青木（☎

584-8949※17:00以降）
★さわやか太極拳の会
毎週金曜日10:00～11:30※月4回／中央公民館
高幡台分室な

ど／楊名時太極拳／初心者歓迎
／入会金500円、月2,000円／五十嵐（☎090-
8170-1550）
★Babyちゃんサークル～ママの応援団わく
わくRainbow Drop
毎月第3水曜日10:00～12:00／新町交流セン
ターな

ど／月100円／志村（☎080-4577-8689）
★俳句サークル～百草俳句会
毎月第2木曜日13:00～15:30／百草図書館な

ど

／初心者歓迎／月500円※指導あ
り／植山（☎

090-8087-6689）

みんなのメモ帳
主な掲載基準

⑴この欄は広報手段を持たない市民、団体・
サークルなど（主に市内在住・在勤・在学者
で構成）の活動を支援するものです。市主催
のものではありませんので、内容の確認は当
事者間でお願いします。なお、掲載後に苦情
などのあったものは、今後の掲載を見合わせ

申し込み
★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20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
★心と体の健康クラブ
6月20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23日㈬・
30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23日㈬・
30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
★日野市ひきこもり家族会
6月27日㈰14:00～17:00／多摩平の森ふれあい
館／ひきこもり当事者、家族、ひきこもりに
関心がある方対象／15人程度／500円／平野
（☎090-6923-0003）
★子ども食堂
6月27日㈰15:30から／中央公民館／弁当形式
の子ども食堂、支援の催しな

ど／60食／氏名・
住所・電話番号・人数を記入しEメール（
hinotama0530@gmail.com）で申し込み／
福島（☎070-8955-6535）
★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
6月28日㈪13:00～16:00／多摩平交流センター
／相続・遺言を考える会（飯田☎090-8564-
5208）へ申し込み
★ひの社会教育センターから
▶親子教室「ぴよぴよちゃん」…6月28日㈪
11:00～11:50／4カ月～1歳の親子対象／880
円▶やさしいエアロビクス＆ストレッチ…6
月18日㈮・25日㈮15:00～16:30／1,980円／い
ずれも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）

講習・学習会
★はじめての書道講座
6月19日㈯9:30～12:00／多摩平の森ふれあい
館／20人／村松（☎584-2013）へ申し込み
★日本の外交・安全保障戦略を変える新提言

「抑止一辺倒を超えて」～米中戦争を起こさ
せないために、日本の果たすべき役割
6月19日㈯13:40～16:30／南平駅西交流セン
ター／800円／古

ふる

荘
しょう

（☎592-3806）
★1968年都市計画法の意義と理念にもとづき

日野の都市計画を検証する
6月19日㈯14:00～16:00／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／18人／500円／日野・市
民自治研究所（☎589-2106）へ申し込み
★楽しい簡単ペーパークイリング（手芸）講習
6月20日㈰13:30～15:30／カワセミハウス／細
い色紙テープを巻いて模様の飾りづくり／15
人程度／200円／河村（☎583-2882）
★成年後見制度説明会・相談会
6月22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
★三多摩福祉会コスモス日野～介護職員初任
者研修（通学）
7月7日～9月24日の水曜・金曜日／地域保健
企画ビル（立川市）など／15歳以上対象／99,940
円（教科書代含む）※日野市支援制度あ

り／同
会（☎042-526-1899※平日9:00～17:00）へ申し
込み
★介護職員初任者研修（通学）
7月21日～8月26日の月曜・水曜・木曜・金曜・
土曜日の20日間、実習4日間／ケア・センタ
ーやわらぎ研修センター（立川市）／18人／
57,124円（テキスト代含む）／申し込み方法な
ど詳細は問い合わせを／7月14日㈬12:00まで
に同センター（井上☎042-523-3552）へ
★七月・論語塾
7月6日㈫13:15から／実践女子大学日野キャ
ンパス（大坂上）／8,800円（全4回）※教材費別
途1,584円、初回利用時に登録料3,300円／申
込方法など詳細は同大学生涯学習センター�
HP �を参照または問い合わせを／同センター
（☎589-1212）へ申し込み
★NEWSあれこれクラブ
7月13日～9月28日の第2・第4火曜日9:30～12:
00／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／2週間
ごとのニュースについて意見交換／4,300円
（6回）／同協会（☎586-6221）へ申し込み

スポーツ
★日野市バドミントン連盟～ジュニア教室

（育成事業）
7月17日㈯・31日㈯、8月14日㈯9:00～12:00／
市民の森ふれあいホール／小学3～中学2年生
／6月30日㈬までに中村（☎080-5655-7615）へ

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
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
／入会金1,000円、月4,500円／栁

やなぎ

田
だ

（☎090-
2251-3893）

「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。

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

　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。

1001095ID 問�市長公室広報担当（☎514-8092）

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。

る場合もあります。
⑵政治団体などが行う行事・会員募集（以下
「行事など」）や政治活動とみなされる行事な
どは、掲載できません。
⑶宗教団体などが行う行事などや宗教活動と
みなされる行事などは、掲載できません。
⑷企業などが行う行事などで営利目的や営業
宣伝とみなされる行事などは、掲載できません。
⑸一般の行事などの取り扱いは、次の通りと
します。
①サークル活動などの会員募集は、同好の仲
間を募るためのものとします。「私が教えま
す」式のものは掲載できません。また同一サ
ークルの会員募集の再掲載は、掲載3カ月後
から受け付けます。
②営利を目的とする教室などを開いている個
人・団体の講演会や作品展などは、掲載でき
ません。
③行事などの参加費用は、必要費、材料費な
どの実費、常識範囲の会費（茶菓子代など）を
超えないものとします。
④営利目的とみなされるバザーやガレージセ
ールなどは掲載できません。
問市長公室広報担当（☎514-8092）

み
ん
な
の
メ
モ
帳
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