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■登録ヘルパー募集〔（社福）け
やきの杜〕
【内容】知的障害者自宅での家事
援助、身体介護【場所】市内【時
間】週1日から可。午後3時～10
時で応相談（毎月勤務希望表提
出）【時給】事業所規定による（家
事援助の場合時給1,000円以上）
【資格】ホームヘルパー2級また
は介護福祉士資格取得者／→☎
（042）322-4424
■外国人おかあさん交流会（お
弁当を作りましょう）
【日時】3月21日（木）午前10時～
午後2時【会場】福祉センター【定
員】15人（子ども同伴可）【費用】
500円（未就学児無料）【持ち物】
エプロン、ふきん、お弁当箱【申
込み】3月19日（火）までに住所・
氏名・電話番号を、ハガキ、ファ
クス〔思（042）325-3669〕また
はEメール（kia@mrj.biglobe.ne.jp）
で、〒185-0003戸倉4-14福祉
センター内国分寺市国際協会へ
／→☎（042）325-3661
■春季水泳教室参加者募集（国
分寺市水泳協会）

【種目・日程等】下表のとおり【会
場】室内プール【申込み】3月
23日（土）（必着）までに往復ハ
ガキに住所・氏名・年齢・電話
番号・希望教室（ジュニア教室
は学校名・新学年・泳力も）を
明記し、〒185-0013西恋ヶ窪
3-32-6室内プール内国分寺市水
泳協会へ／初日は印鑑持参、シ
ニア教室は健康診断書（市実施
「基本健康診査」可）の写しを提
出／費用は原則返却不可／→尾

お
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☎（042）535-5174
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学習会「笑いと健康─
ユーモアと医学─」
【日時】3月30日（土）午後2時～4
時【会場】国分寺労政会館※当
日直接会場へ【講師】松山眞

まさ

千
ゆき

さん（医学博士）【費用】一般500
円/→南波☎（042）321-2361
■「エックス山めざし野川源流
を行く」参加者募集（国分寺市
にふるさとをつくる会）
【日時・行程】4月7日（日）午前9
時～午後4時・武蔵小金井駅前南
側広場集合（雨天決行）～野川
～日立中央研究所・湧水と八重桜
観賞～エックス山～西国分寺駅解
散【定員】150人【費用】300円
（資料代他）交通費・入園料自己
負担【持ち物】雨具・敷物・飲み

物・昼食【申込み】3月25日（月）
（必着）までに往復ハガキに参加
者全員の住所・氏名・年齢・電話
番号を明記し、〒185-0032日吉
町1-9-13前島征武へ（多数の場
合抽選）／→☎（042）322-1964
■春期ゲートボール初心者講習
会（国分寺市ゲートボール連盟）
　世界39か国の若年層に愛好者
が増えています。頭脳プレーの
ゲートボールに挑戦しませんか。
【日時】4月27日～6月29日の毎
週土曜午前9時～正午（全10回）
【会場】①新町ゲートボール場②
西元町ゲートボール場③けやき
公園内【資格】市内在住・在勤
の方（年齢・性別不問）【費用】
無料【指導】国分寺市ゲートボー
ル連盟※用具貸出し【申込み】4
月15日（月）までに住所・氏名・
電話番号・希望会場を電話また
はファクスで【共催】社協・同
連盟／→黒木☎＆思（042）321-
1648
■平成25年度シニアスポーツ振
興事業「第2回国分寺市シニア
オープンゴルフ大会」参加者募
集（国分寺市ゴルフ協会）
　高齢者の健康の維持・増進を目
的とし、都内在住の60歳以上の
方ならどなたでも参加できます。
【日程】5月8日（水）【会場】東京
バーディクラブ（青梅市）【対象】
60歳以上の都民【内容】男性の
部、女性の部18ホールストロー
クプレイ（新リペア方式）【定員】
60人【費用】2,000円（プレイ
代等実費）【申込み】4月10日（火）
（先着順）までに、同協会HP
（http://www015.upp.so-net.ne.jp/
kokubunjishi-ga） の 申 込 書 を
〒185-0012本町2-9-8-708へ
郵送、またはファクス〔思（042）

関 係 団 体
詳しくは各団体へお問い合わせください

東 京 し ご と セ ン タ ー 多 摩 の

就 労 情 報支 援 →経済課（内351）

対象者 セミナー・イベント名（定員） 内　容 開催日 会場

34歳
以下

実践！採用担当者に選
ばれる応募書類＆面接
対策講座（30人）

1日目　応募書類対策講座
2日目　面接対策講座

4/24（水）、
25（木）

13:30～16:30

東
京
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
多
摩

30～
54歳

実践！採用されるため
の応募書類・面接対策
講座（50人）

応募書類の書き方、面接の
受け方等即実践に役立つ内
容を学ぶ。

4/10（水）
13:00～17:00

55歳
以上

自分を活
い

かす！再就職
対策講座（50人）

応募書類の書き方、面接の
受け方等就職活動のノウハ
ウを学ぶ。

4/17（水）
13:30～16:30

【共通事項】いずれも予約制・先着順。受付開始＝3月15日（金）【問合せ】東京しごとセンター
多摩〔☎（042）329-4524〕※定員に達している場合はご了承ください。

サークル名 日　　時 会　　場 入会金 会　費 問い合わせ 備　　考

国分寺市釣り連盟 海釣り・川釣り、年5回ずつ、計10回 近郊の海と川 なし 年5000円 米村☎090・1659・6643 釣好きな方、集まりましょう。初心者歓迎

言語教室（国分寺難病の会） 毎週月曜午前9時50分～11時10分 市障害者センター 1200円 月1000円 稲垣☎090・8043・7434 言葉が不自由な方対象。失語症は不対応

シェイプⅡ
ツー

　健康体操 毎週水曜午前9時50分～正午 市民スポーツセンター なし 月2000円 森田☎042・321・5171 初心者歓迎。中高年向け筋力トレーニング（男性歓迎）

健康体操クラブ・内藤 毎週火曜午前10時45分～正午 内藤地域センター 1000円 月1500円 黒川☎042・573・6975 筋力アップと脂肪燃焼のエアロビクス

自立生活体操クラブ・火曜西町 毎週火曜午前10時45分～正午 西町地域センター 500円 月1500円 大貫☎042・577・4629 筋力トレーニングを中心とした介護予防体操

自立生活体操クラブ・水曜けやき 毎週水曜午前9時45分～11時15分 けやきスポーツセンター 500円 月1500円 石塚☎042・322・5143 筋力トレーニングを中心とした介護予防体操

中央大学国分寺白
はくもん

門会（親睦会） 2か月に1回程度 市内公共施設など なし 年3000円 新井☎090・8776・7781 中大卒業生を中心とした世代を超えた交流会

国分寺パソコン・ファミリー 月3回月曜午前9時45分～11時45分 市立いずみホール なし 月3500円 浅賀☎042・575・0454 初級・中級、ステップアップ講座

国分寺・アルゼンチンタンゴの会 毎週水曜午後7時15分～8時15分 スタジオ・ベルゼ なし 1回2500円 泉☎090・1665・6565 初心者歓迎。見学に気軽にお立寄りください

A
ア ク ト

CTエアロビクス 毎週木曜（火曜もあり）午前10時～11時 市民スポーツセンター 1500円 月2500円 神
こうやま

山☎090・5563・0782 初心者から。子連れ可。いい汗かこう

川柳並木 第3火曜午後1時～5時 ひかりプラザ なし 月2000円 峯岸☎042・301・5401 5・7・5で日常茶飯を詠む。頭の体操です

国分寺ヨーガサークル 第1木曜午前10時～11時30分ほか 国分寺労政会館 1000円 1回1000円 宇
う ね

根☎090・2248・8808 老若男女問わず。25年の実績あり

※「ひろば」の各サークルの活動・掲載内容の確認、トラブルの解決については当事者間でお願いします。※「ひろば」の掲載については総合情報課広報担当（内410）へお問い合わせください。

※無料体験・見学ができます（材料費が必要に
なる場合もあります。詳しくは、各サークルへ
お問い合わせください）。

ひ ろ ば 会員募集

リサイクルコーナーリサイクルコーナー
譲ってください
ガス炊飯器、ワープロ、女児用子ども服、大人女性用自転車、
木彫り用彫刻刀、ラジカセ、本箱、布おむつ、クラシックギター

譲ります
電子レンジ、ゴルフクラブ一式（男子左利き用・女子用）、シュレッダー、
冷蔵庫、石油ファンヒーター、電子ピアノ、BSアンテナ、五月人形、家
庭菜園用殺虫剤噴霧器、こたつ、ベビー服、ベビーカーA型、ぬいぐるみ
○リサイクル品のトラブル処理は当事者間で行い、譲渡後は必ずごみ
減量推進課へ連絡を

→ごみ減量推進課☎（042）300-5303

教室名 日時（いずれも全14回） 定員 費用 対象（市内在住、在勤者）
一般
火曜日

4月9日～7月9日
毎週火曜午前9時30分～11時30分 30人

8,500円

初
心
者
か
ら
中
級
者

18歳以上

シニア
火曜日

4月9日～7月9日
毎週火曜午後2時30分～4時30分 50人 60歳以上

レディス
水曜日

4月10日～7月10日
毎週水曜午後0時30分～2時30分 50人 18歳以上

一般
木曜日

4月11日～7月11日
毎週木曜午後7時30分～9時30分 30人 高校生以上

一般
土曜日

4月6日～7月13日
毎週土曜午後0時30分～2時30分 30人 中学生以上

ジュニア
水曜日

4月10日～7月10日
毎週水曜午後3時30分～6時30分 80人

7,000円 小学生低～高学年
ジュニア
土曜日

4月6日～7月13日
毎週土曜午後2時30分～5時30分 100人

今月のリサイクル今月のリサイクル
家具販売会家具販売会

3月24日（日）
10:00～12:00
【会場】ストックヤード

（西元町2-9-6）
※駐車場数台あり
※配送要相談（有料）
※不用陶磁器も回収
→ごみ減量推進課

☎（042）300-5303

324-2028〕で【主催】市体育
協会・（公財）都体育協会・都／
→☎（090）6476-0280
■市民のための散歩マップ　ぶら
ぶらマップNo.4【府中～国分寺　
歴史散歩】を発刊（国分寺モリタ
テ会）
　「ぶらぶらマップ」は住んでい
る「まち」を「もっとよく知ろう・
もっと楽しもう・もっと好きに
なろう」を合言葉に、市民の情
報提供をもとに国分寺モリタテ
会（市民有志）が作成しました。
これまで国分寺崖線・野川沿い
に東西ラインの散策マップを発
行しましたが（第3号「はけの散
歩道」発売中）、今回は古代より
一千年以上のつながりをもつ府
中～国分寺の南北ラインを紹介
します。武蔵国府・東山道武蔵路・
武蔵国分寺といった歴史と武蔵
野の面影の残った自然あふれる
散歩マップです。過去・現在・
未来を感じつつ散歩を楽しんで
ください。別冊付録「おすすめの
店」には市民の情報から選んだ
お店を掲載しています。
【価格】1部100円【販売先】同
会 HP（http://buraburamap.com/）
または電話でお問い合わせ／→
☎（042）323-8204
■「生活応援百貨店WEB」がリ
ニューアルオープン（国分寺市
商工会）
　「生活応援百貨店WEB～国分寺
ショッピング・グルメ・生活情報～」
は、私たちの街国分寺の隠れた
名店や人気の料理等を掲載した
商工会提供のHP（http://kokubunji.
shop-info.com/）です。あなたの知
らない国分寺を探してください。
ツイッター（kokubunjisci）とフェ
イスブックもご利用いただけま
す／→☎（042）323-1011
■JA東京むさし国分寺支店カル
チャー講座
①アンティークな春の寄せ植え

講座
　アイアンバスケットにミニバ
ラと草花を寄せ植えにします。
【日時】4月13日（土）午後1時30
分～【講師】小黒千代さん【費用】
2,500円（当日集金※別途草花
代）【持ち物】エプロン・園芸用
手袋【定員】10人（先着順）
②バラの病害虫対策講座
　天然由来の生薬を使い、環境
と体にやさしい管理・害虫対策
を紹介します（両日とも同内容）。
【日時】4月10日（水）・13日（土）
午前10時30分～【講師】中村裕
美子さん【費用】1,000円（当
日集金）【定員】各20人（先着順）
■共通事項
【会場】JA東京むさし国分寺支店
【申込み】3月16日（土）～31日
（日）に電話で／→☎（042）324-
2115※水曜を除く

▼庭園を開放（日立中央研究所）
　4月7日（日）午前10時～午後3時
（入場は午後2時30分まで）※雨
天中止。正門で受付後入場／所
在地＝東恋ヶ窪1-280／車・自
転車の乗入れ、ペット同伴、ア
ルコール類の持込み、すべて禁
止。小学生以下は保護者同伴※
詳しくは同研究所HPへ／→☎
（042）323-1111

●気功養生法国分寺教室　3月
18日（月）午前10時～11時30分
／会場＝国分寺Lホール（駅ビル
8階）／料金＝1,000円／中国気
功・武術家の張紹成さんの講演
会／→泉谷☎（042）321-0791

官公署等から
詳しくは各団体へお問い合わせください

ひ ろ ば
催 し 物


