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／ 200円（資料代）※交通費、入館料、昼食代別
途／佐藤彦五郎友の会（吉澤☎843-1210）へ申
し込み
★水車っておもしろい！精米実験・発電実験な
ど　3月25日㈯11:00～14:00※小雨実施／向島
用水親水路水車小屋／時間内見学自由※水車
が停止の場合は動画／日野の水車活用プロジ
ェクト（多田☎090-2904-6140）
★日野・市民自治研究所～戸室健作氏（山形大
学准教授）講演「拡大する貧困と対策」　3月25
日㈯14:00～16:00 ／ゆのした市民交流センタ
ー（日野本町）／ 500円／同研究所（☎589-
2106）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法律
相談会　3月26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
★History＆Samurai walking w/Shinsengumi
～日野宿本陣・新選組のふるさと歴史館を英
語で歩く Half day　3月26日㈰8:50日野駅集
合 English Guide／ 2,000円※学生1,500円／
3月24日㈮までに多摩ブランド国際化推進会
（☎582-8691）へ
★親子で遊ぼう！動こう！ママもストレッチ
でスッキリ！　3月27日 ㈪・4月3日 ㈪9:45～
10:45…親子タイム、10:50～11:50…ベビータ
イム／新町交流センター／首すわり後の乳幼
児～未就園児と保護者対象／ 3B体操（山

やましな
科☎

090-5784-6558）へ申し込み
★ソレイユリトミック　3月28日㈫10:00から
／豊田南地区センター／幼児リトミック／指
導あ　

　り／ 6カ月～1歳6カ月児対象／ 10人／橋本
（☎080-6547-7795）へ申し込み
★池川明氏（池川クリニック院長）講演会＆シ
ンポジウム～胎内記憶からのメッセージ　4月
2日㈰10:00～12:45 ／多摩平の森ふれあい館
／先着72人／ 1,000円※中学生以下無料／八
南助産師会（☎587-6055）へ申し込み
★ひの社会教育センターから　▶シャンソン
講座 …3月27日 ㈪10:00～12:00、13:30～15:30
▶イースターエッグ付きうさぎのミニカップ
ケーキ（要申込）…3月30日㈭13:30 ～ 16:00 ／
小・中学生対象／ 20人／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）

もよおし
★ さんぽっぽひろば（幼児の遊び場）開放　 3
月16日㈭・23日㈭・27日㈪・30日㈭10:00～
12:00※お兄ちゃん先生が来る日あ　

　り／さんぽ
っぽひろば（三中隣）／保護者同伴／日野ど
んぐりの丘幼児教室（☎592-4761）
★ハーモニーから　▶歌声喫茶 …3月18日 ㈯
10:00から…平山季

すえしげ
重ふれあい館、22日㈬

14:00から…サロン・ド・ハーモニー（南平）、25
日㈯14:00から…大和田地区センター▶①女
性コーラス…15日㈬・22日㈬・29日㈬12:30か
ら▶②英語で歌おう…18日 ㈯11:00か ら▶③
サロンライブ…26日 ㈰14:00か ら▶④オカリ
ナを楽しむ会…25日㈯16:00から／いずれも

野（☎080-5525-0304）
★体力up、健康維持のために始めましょう～ミ
セス体操　3月15日㈬・22日㈬…万願荘地区
センター、16日㈭…勤労・青年会館、27日㈪
…落川都営住宅地区センター／ 10:00～11:30
▶①ママも体力up＆ストレッチ②親子でリ
ズム遊び…3月17日㈮①10:00から②11:15から
／新井地区センター／いずれも3Ｂ体操（倉橋
☎090-5999-6628）へ申し込み
★発達相談　3月16日～31日の月曜・火曜・木
曜・金 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
★日野生活と健康を守る会～暮らしの何でも
相談、共同墓地、遺言・相続などの相談…3月17
日～31日の毎週火曜・金曜日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
★心病む人と家族のくつろげる場～フリース
ペースT

と も
OMOへどうぞ　3月20日㈷13:30～

17:00／多摩平一丁目地区センター／100円／
ボランティアグループこすもす（☎589-4399）
★日野の自然を守る会から　▶①中央線沿線
ウオッチング～立川駅・稲城浅間山と小沢城
址…3月20日㈷9:00JR立川駅8番線中央付近集
合、13:30小田急線読売ランド前駅解散※荒
天中止▶②植物ウオッチング～早春の植物た
ち・南平丘陵公園…3月26日㈰10:00南平駅集
合、14:30京王線高幡不動駅解散※荒天中止▶
③昆虫ウオッチング～石砂山で春の女神ギフ
チョウを観る…4月2日㈰7:10JR高尾駅4番線
最後部集合（7:26発小淵沢行きに乗車）、15:30
藤野駅解散※雨天中止／いずれも①200円※
子供100円②③300円※小・中学生100円／弁
当、飲み物など持参／①山本（☎042-621-0934
※19:00以降）②立川（☎584-5369）③森川（☎
090-2768-7929※19:00以降）
★ Beすけっとのおしゃべりカフェ～介護や子育
てのことなど話しませんか　3月21日㈫13:00～
15:00 ／同施設（上田）／日野たすけあいワー
カーズBeすけっと（☎585-3939）
★こもれびヨガ（Komorebi yoga） ①3月23
日㈭②30日㈭10:30～11:30 ／ PlanT（多摩平
の森産業連携センター）／①骨盤調整②肩こ
り、腰痛解消／各5人／ 1,500円／須田（☎
090-3149-4574）
★ 月末なごみ中国茶会～春を感じるお茶　 3
月25日㈯10:00 ～ 11:00 ／多摩平の森ふれあ
い館／ 1,500円※指導あ　

　り。茶菓子付き／佐藤
（☎090-9384-0120）へ申し込み
★長沼公園～カタクリ観察会　3月25日㈯・26
日㈰10:00からと11:00から／同公園（八王子
市）駐車場集合※直接集合場所へ／各回先着
30人／都立桜ヶ丘公園サービスセンター（☎
042-375-1240）
★早春のぶらり旅～四谷界隈を散策する　3月
25日㈯10:00JR四ツ谷駅集合、16:00現地解散
／迎賓館（外観）、鮫が橋、沖田総司終焉の地な　

　ど

講習・学習会
★旭が丘女声合唱団無料体験講座　3月15日
㈬・22日㈬14:00～15:00 ／勤労・青年会館／
初恋、出船／宇賀神（☎090-6038-2708）
★資本論第1巻を読む会　3月24日㈮19:00～21:00
／生活・保健センター／機械設備と大工業を
読む／初めての方歓迎／ 30人／ 1,000円※大
学生500円、高校生無料／資本論第1巻持参／
北村（☎090-9953-2458）
★心と体のセミナー～一生もののダイエット
法を手に入れたくありませんか？　3月26日
㈰、4月23日㈰10:00～12:00 ／新町交流セン
ター／無料相談あ　

　り／先着20人／各1,000円（資
料代）／癒しのいおり楽楽庵（鮫島☎090-
5303-4299）へ申し込み
★日野マジッククラブ初心者講習会～若い方
もどうぞ！　3月29日 ㈬10:00～12:00 ／ 多摩
平の森ふれあい館／小倉（☎586-0367）へ申し
込み
★考えすぎて動けない人のためのネット起業
講座　3月31日㈮13:30～14:30／こぷらすラボ
（多摩平）／スマホ、パソコン所有の日野市、
多摩地域で起業を目指す主に女性の方対象／
4人／同ラボ（☎050-5880-7271）へ申し込み
★大人のための英会話・韓国語入門講座　4月
6日から毎週木曜日18:00～19:00…韓国語、
19:30～20:30…英会話／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／各先着15人／ 5,000円（8回）、テキスト
代別途／国際文化交流協会（前田☎090-6489-
2803※平日10:00～17:00）へ申し込み
★けん玉にチャレンジ～大人のけん玉講座
4～6月の第1・第3木曜日10:30～12:00※5月4
日を除く／社会教育協会ゆうりか（多摩平）
／ 5,940円（5回）※けん玉貸し出しあり・購入
可／同協会（☎586-6221）へ申し込み
★大人のぬりえ～無料講習会　4月7日㈮・5月
12日㈮10:00～12:00／中央公民館高幡台分室
／清水（☎090-5307-6108）へ申し込み

ごあんない
★映画「ずっと、いっしょ。」リレー上映会 ①3
月17日㈮18:30～20:30②18日㈯10:00～12:00③
14:00～16:00④19日㈰10:00～12:00⑤14:00～16:
00 ／①ひの社会教育センター（多摩平）②あ
さひがおか児童館③みさわ児童館④中央福祉
センター⑤みなみだいら児童館／ 200円／宇

①～④サロン・ド・ハーモニー（南平）／②～④
要申込／費用など詳細は問い合わせを／同会
（久木田☎070-5023-2012）
★パンジーダンスパーティー　3月19日 ㈰13:30
～16:00 ／新町交流センター／ 500円／渡辺
（☎090-2447-2329）
★日野四季の会～ダンスパーティー　3月19
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）
★キョテン107～キャナルマーケット　3月19
日㈰12:00～17:00 ／日野駅東口広場／音楽ミ
ニライブ、フード、ドリンク、野菜などの出
店／同施設（☎849-3622）
★懐かしい歌・歌おう会　3月24日㈮…特別養
護老人ホームマザアス日野（万願寺）、4月7日
㈮…小規模多機能ホームさかえまち／ 10:30
～11:50 ／ 1回500円／音楽療法士・小原（☎
593-0573）
★うたごえひろば～生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　3月25日 ㈯14:00～16:00 ／ 中
央福祉センター※直接会場へ／おおむね60歳
以上の方対象／先着70人／ 200円／同ひろば
（☎090-9825-3421）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　3月26
日㈰15:00～16:00 ／多摩平図書館／日野おは
なしの会（田島☎583-0896）
★カナリアの会～童謡、唱歌、季節の歌を楽し
く歌いましょう　3月26日 ㈰10:30～11:45 ／ 七
生福祉センター／ 500円※指導あ　

　り／飲み物持
参／古沢（☎592-0203）
★蔵花世ライブ～端唄と三味線　3月26日㈰14:
00～15:30 ／調布市文化会館たづくり／金

きんばら
原

（☎591-0306）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンスパ
ーティー　3月26日㈰13:30～16:00 ／ひの社
会教育センター（多摩平）※直接会場へ／
500円／同会（粕谷☎586-7695）
★うたごえ・まある～歌声喫茶　3月26日㈰13:00
～16:00 ／ゆのした市民交流センター（日野
本町）／ 600円※お茶付き／江上（☎090-5564
-9818）
★童謡と唱歌を歌う～つぼみ　3月30日 ㈭13:
30から／勤労・青年会館※直接会場へ／おお
むね60歳以上対象／ 500円※コーヒー付き／
市之瀬（☎080-6540-6571）
★ミリオンローズダンスパーティー　4月1日
㈯13:20～16:20 ／新町交流センター／ミキシ
ング、トライアル、男女リボンあ　

　り／ 500円※
茶菓子付き／小林（☎591-1982）
★うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種をとばそ
う　4月2日㈰13:30～16:15 ／ひの社会教育セ
ンター（多摩平）※直接会場へ／ 800円※障
害のある方400円。飲み物付き／同喫茶たん
ぽぽ実行委員会（鈴木☎581-3441）
★さくら会～ダンスパーティー　4月16日㈰13:
30から／新町交流センター／ 500円※指導あ　

　り

／山崎（☎080-1379-9004）
★こども食堂～さくらちゃん　4月9日㈰16:00～
18:30 ／日野キリスト教会（大坂上）／音楽、
ゲーム、工作、ボール遊びの後にはおいしい

食事／ 300円※中学生以下100円／鈴木（☎
090-5997-1383）へ申し込み

美術・音楽
★四中吹奏楽部定期演奏会　3月19日 ㈰13:30
から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／同校（☎
583-3905）
★三中吹奏楽部定期演奏会　3月20日㈷13:00か
ら／ひの煉瓦ホール（市民会館）※直接会場へ
／コンクール金賞受賞曲な　

　ど／同校（☎591-
2228）
★茜会作陶展　3月21日㈫～26日㈰10:00～17:
00※26日は16:00まで／とよだ市民ギャラリ
ー／食器、花器な　

　ど／阿川（☎584-7116）
★あーちゃんと楽しい仲間の絵手紙展　3月22
日㈬～26日㈰10:00～17:00※26日は15:00まで／
チャムタイム（日野）／金子（☎583-8077）
★陶彩会作陶展　3月28日㈫～4月2日㈰10:00
～17:00※4月2日は16:00まで／とよだ市民ギ
ャラリー／後藤（☎583-9857）
★ひの社会教育センターシャンソン教室合同
発表会　4月1日㈯14:30～17:00 ／七生公会堂
※直接会場へ／河村（☎592-6592）
★ S

し ま こ う
HIMAKOU個展　4月4日㈫～4月16日㈰

11:00～18:00／ギャラリー・カフェ大屋（日野
本町）／やきいた絵／同カフェ（☎587-8563）
★さつき会色えんぴつ教室グループ展　4月4
日㈫～9日㈰11:00～17:00※9日は16:00まで／
とよだ市民ギャラリー／児玉（☎592-2269）

スポーツ
★日野ラジオ体操会　4月～平成30年3月の毎
日6:10～7:00※雨天中止。季節により時間変
更の場合あ　

　り／多摩平第一公園／ラジオ体操第
1・第2、ストレッチ、中国健康体操な　

　ど／参加
日・参加時間自由※見学・体験歓迎／年1,000
円／原島（☎582-0451）
★ゴルフ基礎・基本講座　4月8日～5月16日の
月曜・火曜・土曜日10:00～11:30※4月29日、
5月1日・2日を除く。週1回5講座、振替受講
可／旭が丘ゴルフクラブ／成人対象／各クラ
ス5人／ 13,000円※無料貸し出しクラブあ　

　り／
平山（☎090-2414-6604）へ申し込み
★日野市バドミントン連盟～年代別ダブルス
大会　4月15日㈯9:00から／南平体育館／市
内在住・在勤・在学者対象／ 1ペア3,000円※
連盟登録者1ペア2,500円／ 3月30日㈭までに
庄司（☎591-1517）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。

★アメリカ人の先生の英語サークル 月 曜・
火曜・金曜日午後※実施日時はクラス別／多
摩平の森ふれあい館な　

　ど／指導あ　
　り／園児以上対

象／費用など詳細は問い合わせを／保谷（☎
587-7981）
★エッセイ～多摩文学の会　毎月1回※実施
日時は別途案内／平山季

すえしげ
重ふれあい館な　

　ど／持
参作品の読み合わせ、講評、添削／月2,000

円／海野（☎090-9363-3620）
★フラワーアレンジメント　①月2回木曜日
10:30からと13:30から②月1回月曜日10:30か
ら／①PlanT（多摩平の森産業連携センター）
②市民の森ふれあいホール／季節ごとにシル
クフラワー、プリザーブドフラワーあ　

　り／1回2,000
円（花材費含む）／渡辺（☎090-9856-8525）
★アクアふじの会　毎週金曜日12:00～13:00
／東部会館／腰や膝に負担をかけずに水中歩
きで筋力アップ、体力づくり／見学、1日体
験歓迎／入会金500円、1回500円※指導あ　

　り／
芹澤（☎090-2420-3128）
★大人のためのピアノサークル～サンライズ
毎月第1土曜日13:30～17:00 ／五小な　

　ど／クラシ
ック～モダンジャズ／初心者、高齢者歓迎／
月1,500円※指導あ　

　り／市之瀬（☎080-6540-6571）
★着楽会～一人で着物を着てみませんか　毎
月第3土曜日13:00～16:00 ／新町交流センタ
ーな　

　ど／ 6カ月5,000円、会場費別途※指導あ　
　り／

由良（☎090-6534-3535）
★幼児サークル～ピヨピヨ　週1～2回午前中
／東部会館な　

　ど／保育士さんと遊びましょう、
絵画製作、絵本、歌な　

　ど／2～4歳児対象／入会金
3,000円、その他実費／広瀬（☎585-5626）
★すこやかヨガサークル　毎週水曜日13:30
～15:00 ／谷仲山地区センターな　

　ど／月2,500円
／中山（☎592-9378）
★かわせみハーモニカ・アカデミー　毎月第2・
第4木曜日13:00～15:00※第1・第3木曜日は自主
練習日／中央公民館な　

　ど／初心者・見学歓迎／月
3,000円※指導あ　

　り／坂本（☎090-7827-5157）
★日野市身体障害者福祉協会　毎月第2日曜
日午後…カラオケクラブ、3・9月…研修旅行、
7・12月…交流会／豊田駅周辺／身体の不自
由な方対象／見学歓迎／年2,000円／佐藤（☎
586-7265）
★百草ESS　毎週木曜日①19:00～20:00②20:00
～21:00 ／福祉支援センターな　

　ど／①基礎的英語
とフリートーキング②時事英語を通して会話
を楽しむ／各クラス月5,000円※外国人講師の
指導あ　

　り／越智（☎592-2666）
★民謡津山会～各地民謡の唄、三味線を稽古
毎月第1・第2・第4土曜日9:00 ～ 12:00、第2・第4
木曜日13:00～16:00など／中央福祉センター
な　
　ど／月2回3,000円、月3回4,000円※三味線稽
古は別途4,000円。お試し会員1回1,000円／長
澤（☎584-6637）
★社交ダンスサークル～ラビアンローズ　月
4回火曜日13:30～15:00 ／平山交流センター
な　
　ど／初級コース（モダン・ラテン）／ 20人／
月3,000円※プロ講師の指導あ　

　り／小山（☎070-
6551-5472）
★南平ソシアル　毎週火曜日①13:00から②
15:15から／新町交流センター／①中・上級
クラス②初・中級クラス／補修・個人レッス
ンあ　

　り／見学可／入会金1,000円、月①3,000円
②2,500円／佐久間(☎090-8581-3972)
★わかばハーモニカ・アカデミー　毎月第2・
第4木曜日10:00~12:00 ／中央公民館な　

　ど／月
3,000円※指導あ　

　り／林（☎090-8948-0448）
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