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投稿のページ ★日野混声合唱団練習見学会　9月5日㈫・12
日㈫・26日㈫19:15～21:15 ／ひの社会教育セン
ター（多摩平）／大内（☎090-5515-6791）
★地域交流スペースひだまり～ゆったり体操・
脳トレ、小物づくりや歌　9月6日㈬・20日㈬
10:30～14:00 ／下田地区センター／中嶋（☎
090-4076-1982）
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　9月9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・市民自治研究所～長田正一氏（元高校
世界史教諭）講演「憲法、₇0年、アジアからみ
た日本(1)」 9月9日㈯14:30～16:30 ／ゆのした
市民交流センター（日野本町）／ 500円／同研
究所（☎589-2106）
★日野精神障害者家族会から　▶講演会「家族
のこころの健康～心をしずめる心理療法」…9
月9日㈯14:00～16:00 ／生活・保健センター▶
家族相談（要申込）…9月14日㈭13:00からと
15:00から／ひの市民活動支援センター／家族
対象▶交流会～情報交換・悩み相談などなん
でも…9月16日㈯13:30～16:00 ／ひの市民活動
支援センター／いずれも同会 ( 片岡☎080-
1238-5960)
★癒しのパステル画を描く会　9月10日㈰14:00
～15:30 ／多摩平の森ふれあい館／荒川（☎
080-6643-6952）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会　9月10日㈰9:00～12:00 ／新町交流セ
ンター／行政書士・望月（☎070-5467-2757）へ
申し込み
★牛乳パックで楽しいオモチャを作りません
か　9月10日㈰9:00～12:00 ／新町交流センター
／幼稚園～小学3年生対象／ 100円／リサイク
ルアトリエあめんぼう（鈴木☎585-2154）
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フリ
ースペースＴ

ト 　 モ
ＯＭＯへどうぞ・調理　9月10日

㈰11:30～15:00 ／平山交流センター／食べるだ
けの参加歓迎／ 200円／ボランティアグループ
こすもす（☎589-4399）
★うちの子発達障害？悩める親が集う茶話会
～そらいろ　9月13日㈬・19日㈫10:00～12:00
／多摩平の森ふれあい館／ 200円（茶菓子代な

ど）
／福田（☎080-5509-6565）へ申し込み
★がんカフェひの　9月13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）
★都立八王子盲学校～学校公開　9月15日㈮
9:15から／同校（八王子市）／授業公開、個別
相談な

ど／同校（小島☎042-623-3278）へ申し込
み
★おしゃべりカフェ　9月16日㈯13:30～16:00
／七生公会堂／おしゃべりと簡単筋力アップ
体操／ 20人／ 100～200円（飲み物代）／石原（☎
090-5400-1608）
★日野・八王子・町田の新選組ツアー　9月16
日㈯9:30～13:30 ／ 3,000円／申込方法など詳細
は問い合わせを／日野新選組同好会（☎591-
0317）へ申し込み

さくら会（二平☎594-2747）へ申し込み
★ひの切り絵サークル体験会　9月12日㈫10:00
～12:00 ／中央公民館※直接会場へ／用具・教
材準備あ

り／永瀬（☎586-3353）
★空手道無料講習会　9月12日～26日の毎週火
曜日19:00～20:00 ／市民の森ふれあいホール／
市内在住の年長～中学生対象※保護者同伴可
／かわせみクラブ（伊藤☎090-6155-7097）へ申
し込み
★子どもへのまなざしから　▶学習会①頑張
らない子育てしませんか②「あそび」で育む子
どもの力…①9月13日㈬10:00から②9月23日㈷
10:30から▶写真展「あそび」で育む子どもの力
…9月13日㈬～23日㈷9:00～21:00※13日は10:00
から、23日は15:00まで／いずれもカワセミハ
ウス／同会（☎050-3721-1973※月曜～木曜日
10:00～17:00）
★アロマと足つぼで夏の終わりのアンチエイ
ジング　9月13日㈬9:50から／ラスパパス（高
幡）／ 8人／ 3,500円※ランチ付き／平本（☎
090-9002-9976）へ申し込み
★日野相撲甚句の会　9月16日㈯13:30～15:00
／中央福祉センター／カセット録音可／初心
者歓迎／ 5人／ 500円／津山（☎583-7612）へ申
し込み
★社会教育協会から　▶デッサン＆スケッチ
…9月13日～12月13日の第2・第4水曜日▶三島
由紀夫と村上春樹…9月14日～12月14日の第2・
第4木曜日／いずれも10:00から／同協会（多摩
平）／費用など詳細は問い合わせを／同協会

（☎586-6221）へ申し込み
★シニア・パソコン超初心者講座　10月5日～
平成30年3月22日の毎週木曜日9:45～11:45 ／豊
田駅北交流センター／ 18人／月2,000円／シニ
アネットクラブ（柳下☎080-3176-6240）へ申し
込み

ごあんない
★発達相談　9月の月曜～土曜日10:00～19:00
※1回45分／ひの・I-BASYO(旭が丘) ／言語、
摂食などについて言語聴覚士による発達相談
／保護者対象／ 1回1,000円／同施設（宮崎☎
514-9813）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　9月の毎週土曜日10:30～17:00 ／
尾崎ビル2F(立川駅北口) ／高齢者歓迎／ 1日
2,200円／尾﨑(☎090-5999-1033)へ申し込み
★健康で元気に過ごすために始めましょう～
ミセス体操　9月4日㈪・11日㈪…落川都営住
宅地区センター、6日㈬・13日㈬万願荘地区セ
ンター、7㈭…勤労・青年会館／ 10:00～11:30
▶①ママも筋力up＆ストレッチ②親子で楽し
く遊びましょう…9月8日㈮・15日㈮①10:00か
ら②11:15から／新井地区センター／いずれも3
Ｂ体操（倉橋☎090-5999-6628）へ申し込み
★ホッとスペースＴ

ト  モ
ＯＭＯの湯～心病んでい

る方とそのご家族お茶でも飲みながらゆっく
りしませんか　 9月の毎週木曜日13:00～
16:00 ／湯沢福祉センター／ 50円／ボランテ
ィアグループかたつむり(☎080-8038-1185)

講習・学習会
★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
9月の月曜・水曜・金曜日午前／多摩平交流セ
ンターな

ど／初・中級対象／体験500円／高岡（☎
581-7927）へ申し込み
★アメリカ人の先生による英会話レッスン　9
月の火曜日13:00～14:00…初・中級、14:15～
15:15…中・上級／多摩平の森ふれあい館／各
回6人／ 1回500円／アメリカ人の先生の英語
サークル（保谷☎587-7981）へ申し込み
★たかはた北保育園から　▶手作りおもちゃ
講習会…9月5日㈫10:00～11:00 ／育児相談あ

り

▶手作りパン講習会…9月12日㈫10:00～11:30
／ 350円▶誕生会…9月13日㈬10:00から／いず
れも同園（高幡）／同園（高木☎591-5003）へ申
し込み
★パソコンでカラオケ練習～体験講習　9月6
日㈬・13日㈬17:00～19:00 ／豊田駅北交流セン
ター／ 500円／七生パソコンクラブ（村上☎
090-6509-9060）へ申し込み
★高幡不動参道商店会から　▶商店街で使え
る簡単英会話…9月3日㈰・17日㈰18:00～20:00
／池田屋別館（高幡）／外国人のおもてなし、
東京の名所案内な

ど／ 10人／ 1回2,000円／実施
日の2日前までに申し込み▶外国人おもてなし
セミナー…9月8日㈮17:30～19:00 ／高幡まんじ
ゅう工場（高幡）／ VOICETRA（外国語翻訳
アプリ）の活用法な

ど／いずれも同商店会（☎
591-0317）
★市民による社会・経済研究会　9月9日㈯…
長寿という果実Ⅰ、23日㈷…長寿という果実
Ⅱ／14:00～16:00／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／ 1,000円／増田（☎585-1585）
★英語おしゃべりクラブから　▶英検中級を
めざす英語講習…9月9日から原則隔週土曜日
15:10から／生活・保健センターな

ど／ 10人／
10,000円（5回）／ 9月7日㈭までに申し込み▶
自由おしゃべり会…①9月の隔週金曜・土曜日
10:00から②隔週火曜日19:00から③隔週日曜日
18:00から／①多摩平の森ふれあい館②新町交
流センター③池田屋別館（高幡）な

ど／ 1回2,000
円※会場費別途／実施日の2日前までに申し込
み／いずれも同クラブ（☎582-8691）
★楽しく～太極拳！　9月11日㈪・25日㈪13:30
～15:00 ／錬成会館（豊田）／入門・24式・32
式剣・扇／見学・体験・初心者歓迎／ 100円／

★日野失語症者交流会～すずめ　9月17日㈰
10:00～16:00 ／多摩平の森ふれあい館／言語聴
覚士による集団訓練と交流／ 1,000円※昼食付
き／ 9月10日㈰までに磯野（☎583-2714）へ
★認知症の方の介護で困っていませんか？相
談と交流のつどい　9月18日㈷10:00～12:00 ／
市立病院／ 20人程度／日野市立病院を応援す
る市民の会（小林☎090-9386-5303）へ申し込み
★鹿島台・みなみが丘・三井台・高幡ガーデ
ン₅₄四自治会合同防災訓練　9月30日㈯10:00～
11:30 ／鹿島台地区広場／初期消火訓練・通報
訓練な

ど／三井台自治会（大草☎090-8509-4110）
★なかまほいく～預け合いとリフレッシュを
通して支え合いの子育て始めませんか　10月6
日～12月15日の毎週金曜日10:00～12:00※祝日
を除く／東宮下地区センター／ 9月8日㈮10:00
から同センターで説明会あ

り／ 0～3歳児と保護
者対象／ 12組／ 3,500円（活動費）※申込時に徴
収／日野子育てパートナーの会（☎587-6276）
へ申し込み
★すずかけの家バザーの物品提供を　11月3日
㈷に開催されるバザーに新品衣料・日用品・
雑貨・食品などの提供を※家具・家電などは
不可。取りに伺います／ 10月27日㈮までに同
施設（☎591-7561※土曜・日曜日、祝日、9月6
日㈬～8日㈮を除く）へ
★ひの社会教育センターから　▶大人のクラ
リネット部…9月3日㈰・10日㈰10:00～11:30▶
介護予防実践運動インストラクター資格認定
講座…9月30日㈯から9日間／いずれも費用な
ど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）

もよおし
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダン
スパーティー　9月の毎週土曜日19:00～21:00
※23日を除く／ひの社会教育センター (多摩平)
※直接会場へ／レディ席あ

り／月1,000円／同会
（本多☎090-6169-5852）
★もぐさだい幼稚園～みんなで遊ぼう　9月4
日㈪①11:00～11:30②11:45～12:45※雨天中止
③5日㈫10:30～11:30、8日㈮10:00～11:00 ／同
園（百草）／①1歳児親子リトミック②園庭開
放、親子リトミック③公開保育／①1歳児親子
②③未就園児親子対象／同園（☎591-1729）へ
申し込み
★日野どんぐりの丘幼児教室から　▶春夏秋
冬人形劇「はなさかじいさん」…9月4日㈪11:00
から／幼児対象※親子参加▶公開見学会…9月
11日㈪～14日㈭10:00～11:30 ／保護者同伴／い
ずれもさんぽっぽひろば（三中隣）※直接会場
へ／同園（592-4761）
★杉野幼稚園～①公開保育②入園説明会　9月
5日 ㈫ ①9:45～11:00※ 直 接 会 場 へ ②11:00～
11:45 ／同園（百草）／①来年度就園年齢児対
象／同園（☎591-3515）
★たま社交ダンスサークル～火曜会ダンスパ
ーティー　9月の毎週火曜日13:00～15:00 ／ひ
の社会教育センター（多摩平）※直接会場へ／
月1,000円／本多（☎090-6169-5852）

★フリーマーケット出店者（出店料無料）募集
9月9日㈯10:00～15:00※雨天中止／クレア・ホ
ーム＆ガーデン（日野本町）／同施設（☎582-
1313）
★ハーモニーから ▶歌声喫茶…9月9日㈯…市
民の森ふれあいホール、16日㈯…平山季

すえ
重
しげ

ふ
れあい館／ 10:00から▶①斉藤由恵の発声とリ
ズム体操…1日㈮10:30から▶②英語で歌おう…
2日㈯11:00から▶③サロンライブ…3日㈰14:00
から▶④女性コーラス…6日㈬・13日㈬12:30か
ら▶⑤オカリナを楽しむ会…9日㈯14:00から／
いずれも①～⑤サロン・ド・ハーモニー（南平）
／費用など詳細は問い合わせを／同会（久木田
☎070-5023-2012）
★田村操とドラマティックな仲間たち～ドラ
マティックリーディング発表会　9月10日㈰
13:30から／ひの社会教育センター（多摩平）
／宮部みゆき作「器量のぞみ」な

ど／同センター
（☎582-3136）
★フリーマーケット出店者募集　9月10日㈰、
10月8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）
★スロー＆クイック秋季ダンスパーティー　9
月10日㈰13:30～16:00 ／新町交流センター／ミ
キシング、トライアル／ 500円※飲み物付き／
品川（☎042-622-3159）
★カナリアの会　9月10日㈰13:30～14:45 ／七
生福祉センター／季節の歌、童謡な

ど／ 500円
※指導あ

り／飲み物持参／古沢（☎592-0203）
★栄光平山台保育園～離乳食試食会　9月13日
㈬14:00～15:00 ／平山台健康・市民支援センタ
ー／出産を迎える親対象／同園（福田☎592-
2345）へ申し込み
★光塩女子学院日野幼稚園から　▶園庭開放
…9月13日㈬10:30～11:30※直接会場へ／未就
園児と保護者対象／上履き、靴袋持参▶給食
付き体験保育…9月19日㈫10:30～12:15 ／平成
30年度入園年齢児対象／ 300円／ 9月4日㈪～
13日㈬10:00～16:00に申し込み／いずれも同園

（程久保）／同園（☎592-5526）
★赤ちゃんを可愛く想い出写真に～おひるね
アート＠Mimi撮影会　9月13日㈬10:30からと
12:00からな

ど／かなざわ助産院(多摩平)な
ど／季

節のアートや記念日の写真撮影／乳幼児と保
護者対象／各回4組／ 2,500円、貸衣裳代500円
※指導あ

り／森田（☎080-2204-7000）へ申し込み
★歌で楽しむ元気会　9月13日㈬10:30～11:30
／七生福祉センター／季節の童謡・唱歌、歌
体操な

ど／おおむね65歳以上対象／ 500円※指
導あ

り／小川（☎592-6510）
★ひよこハウス多摩平～体験保育　9月14日
㈭・15日㈮…2歳児クラス、19日㈫・20日㈬…
1歳児クラス／ 9:00から／同園（多摩平）／各
クラスの親子対象／各日先着3組／給食費実費
／ 9月1日㈮10:00から同園（下田☎582-8861）へ
★うたごえひろば～生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　9月16日㈯13:50～15:50 ／中央
福祉センター※直接会場へ／おおむね60歳以
上対象／先着70人／ 200円／同ひろば（☎090-

9825-3421）
★日野四季の会～ダンスパーティー　9月17日
㈰13:00～16:00 ／新町交流センター／ 500円※
飲み物付き／川畑（☎070-6644-2729）
★うたごえinひの①昭和歌謡カラオケをみん
なで一緒に歌う会②歌声喫茶　9月17日㈰①
10:00～12:30②13:30～16:30 ／多摩平の森ふれ
あい館／①400円②800円※お茶付き／江上（☎
090-5564-9818）
★こども食堂～さくらちゃん 9月17日㈰16:00
～18:30 ／日野キリスト教会（大坂上）／音楽、
ゲーム、手芸、工作、ボール遊びの後におい
しい食事／ 300円※中学生以下100円／鈴木（☎
090-5997-1383）へ申し込み
★秋の子どもの本まつり　9月17日㈰10:00～
16:00 ／多摩平の森ふれあい館※直接会場へ／
おはなし会、1日ミニ図書館な

ど／日野・子ども
と本の出会いの会（加藤☎592-2019）
★元気な音楽の広場　9月19日㈫13:30～14:45
／七生福祉センター／歌体操、季節の歌／お
おむね60歳以上対象／ 500円※指導あ

り／飲み
物持参／櫻井（☎090-8010-2900）
★日野市労働者福祉協議会ぶどう狩りバスツ
アー～勝沼ぶどう園　9月30日㈯7:45豊田駅北
口日本生命付近集合、17:30解散／先着30人／
3,500円※小学生以下2,500円、3歳以下無料（バ
ス座席・昼食なし）／ 9月4日㈪10:00から日野
市職員組合（☎584-2784）へ

美術・音楽
★スマイル展～小野磨里、木戸和子、鈴木節子、
谷口和代絵画展　9月3日㈰までの11:00～18:00
※3日は17:00まで／ギャラリー＆カフェ大屋

（日野本町）／谷口（☎090-2757-1931）
★都立第五商業高校OBOG吹奏楽団AFTER 
FIVEオータムコンサート　9月3日㈰14:00から
／ひの煉瓦ホール（市民会館）／さよならの向
う側、夢をかなえてドラえもんな

ど／内山（☎
090-4541-9670）
★フォトサークルふれあい10～写真展　9月7
日㈭～10日㈰9:30～18:00※7日は14:00から／ひ
の煉瓦ホール（市民会館）／内山（☎581-1543）
★八王子マンドリンプリモ～定期演奏会　9月
10日㈰14:00から／オリンパスホール八王子／
イエスタデイ、赤いスイトピーな

ど／先着1,800
人／布瀬川（☎584-3414）
★虹の会作品展～水彩・油彩・パステル　9月
13日 ㈬～18日 ㈷10:00～17:00※13日 は13:00か
ら、18日は15:00まで／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／堤（☎593-4542）

スポーツ
★日野市卓球連盟～日野市混合ダブルス団体
戦　10月14日㈯9:00から／南平体育館／市内在
住・在勤・在学者、連盟登録会員対象／ 1チー
ム4,000円※高校生以下・連盟登録会員のみの
チーム3,200円／申込方法など詳細は問い合わ
せを／ 9月20日㈬までに同連盟（斎藤☎080-
4452-4870）へ
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