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7月 1 日号…5月31日㈫
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投稿のページ

原稿締め切り日

★Komorebi yoga（こもれびヨガ）　4月23
日㈯…むくみスッキリヨガ、28日㈭…骨盤調
整ヨガ／10:30～11:30／PlanT（多摩平の森産
業連携センター）／5人／初心者歓迎／1回
1,500円／須田（☎070-1562-7224）へ申し込み
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フ
リースペースＴＯＭＯへどうぞ　①4月24日㈰
13:30～17:00…多摩平一丁目地区センター②4
月29日㈷11:00～14:00…昭和記念公園／①100
円②300円／詳細は問い合わせを／ボランティ
アグループこすもす（☎589-4399）
★春は盛り向島用水・まち歩きと親水路の水
車による精米体験　4月24日㈰10:00～12:00※
雨天中止／水車小屋（新井）集合／日野の水
車活用プロジェクト（多田☎090-2904-6140）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会　4月24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
★より鳥みどり観察会～南平丘陵公園・七生
公園　5月5日㈷9:00南平駅前集合、12:00現地
解散※雨天中止／300円※小・中学生100円／
日野の自然を守る会（小久保☎090-4532-2553
※19:00以降）
★東京都理容生活衛生同業組合～東京理容競
技大会・アクアグリーンフェスティバル　5月
9日㈪10:00～17:00／市民の森ふれあいホール
／同組合（☎03-3954-8291）
★多摩平キッズダンスレッスン　5月11日～25
日の毎週水曜日15:30～16:20／多摩平交流セン
ター／ヒップダンス、ブレイクダンス／年中
～小学校低学年対象／初心者・経験者歓迎／1
回500円※指導あ

り／ダンスクラブG
グ ル ー ス
ROOTH

（☎080-5884-7544）へ申し込み
★介護職員初任者研修（通学）　5月16日～8月
5日の月曜・水曜・金曜日／地域保健企画ビル
（立川市）／18～67歳対象／24人／50,830円／
4月15日㈮からコスモス日野（☎587-6292※平
日9:00～17:00）へ
★むこうじま保育園～職員（病児保育担当）
募集　①正規職員…看護師②非常勤職員…看
護師・保育補助※勤務時間15:00～19:00／同園
（新井）／各1人／詳細は問い合わせを／同園
（斉

さい
野
の

平
ひら

☎599-5561）

もよおし
★唄の会　4月17日㈰・24日㈰13:30から／七生
福祉センター／靴が鳴る、港が見える丘、北
帰行な

ど／金子（☎592-3862）
★杉野幼稚園～親子で遊ぼう！　4月20日㈬
13:30～15:00※雨天中止／同園（百草）※直接
会場へ／園庭開放／同園（☎591-3515）
★すみれダンスパーティー　4月21日㈭13:30～
16:00▶パンジーダンスパーティー…4月30日
㈯13:30～16:00／いずれも新町交流センター／
各日500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★懐かしい歌・歌おう会　4月22日㈮…特別養
護老人ホームマザアス日野（万願寺）、5月6
日㈮…小規模多機能ホームさかえまち／10:30
～11:50／65歳以上対象／1回500円／音楽療法

藤☎583-0868）
★沖縄レポート「辺野古学習と連帯ツアー」
報告会～写真と参加者の報告　4月17日㈰
14:00から／ゆのした市民交流センター（日野
本町）／300円／日野市民九条の会（榊原☎
583-7584）
★不登校を考える親と子の会　4月17日㈰
13:30～16:30／市民の森ふれあいホール／相
談、交流、情報交換な

ど／大森（☎090-3530-
4122）
★50歳からのミセス体操　4月18日㈪・25日㈪
…落川都営住宅地区センター、20日㈬・27日㈬
…万願荘地区センター、28日㈭…勤労・青年会
館／10:00～11:30▶楽しい楽チン！ママのため
の体操…4月22日㈮10:00から／新井地区セン
ター／お子さま連れ可▶親子でふれあいリト
ミック…4月22日㈮11:10から／新井地区セン
ター／未就園児と保護者対象／いずれも倉橋
（☎090-5999-6628）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・相続などの相談会　4
月19日㈫・26日㈫12:00～14:00／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
★誰でもできる簡単ヨガ　4月19日㈫・26日㈫
10:00～11:30／新町交流センター／指導あ

り／6
人／初心者歓迎／原（☎090-4222-5362）へ申し
込み
★幼児リトミック無料体験レッスン　4月19日
㈫・26日㈫①10:00から②11:00から／豊田南地
区センター／①1歳6カ月～2歳児②3歳児対象／
橋本（☎080-6547-7795）へ申し込み
★遺言書の作り方、相続、生前契約（成年後
見・尊厳死）など暮らしの無料相談会　4月21
日㈭13:30～16:00／平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館／相
続・遺言を考える会（飯田☎090-8564-5208）
へ申し込み
★うちの子発達障害？悩める親が集う茶話会
～そらいろ　4月22日㈮10:00～12:00／中央公
民館／200円※茶菓子付き／福田（☎080-
5509-6565）へ申し込み
★日野市舞踊連盟発表会　4月23日㈯10:30～
15:30／七生公会堂／幅（☎581-4799）
★無料講演会「表現の自由ってなんだ～有楽
町ビラまき事件から考える」　4月23日㈯
13:30～15:00／生活・保健センター／坂本修弁
護士な

ど／救援会（北村☎090-9953-2458）

講習・学習会
★大正琴無料講習　4月16日㈯・23日㈯、5月7日
㈯…生活・保健センター、4月20日㈬・27日㈬、
5月11日㈬…多摩平の森ふれあい館、4月22日
㈮、5月13日㈮…市民の森ふれあいホール／
15:00～16:30／初心者～指導者対象／貸し琴あ

り

／飛田（☎586-7132）
★ニーハオ会中国語サークル～中級中国語無
料体験講座　4月20日㈬9:30～12:00／多摩平の
森ふれあい館／5人／水橋（☎070-5592-8285）
★健康太極拳高幡会　4月21日㈭、5月5日㈷
13:30～15:00／七生福祉センター／1回500円／
西川（☎090-6796-2178）へ申し込み
★資本論第1巻を読む会　4月22日㈮19:00～
21:00／生活・保健センター／1,000円※大学
生500円、高校生無料／北村（☎090-9953-
2458）
★超簡単・小型ハープ無料体験～きらきら星
を1時間で演奏しませんか？　4月24日㈰15:00
～16:00／万願寺交流センター／童謡、子守唄
を演奏／初心者、中高年者対象／3人／日野
ハープの会（☎090-6053-2959）へ申し込み
★インターネットを楽しく学ぶ入門講座　4月
25日㈪13:00～16:00／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
★マジック講習会　5月3日㈷・17日㈫・31日㈫、
6月7日㈫19:00～21:00／多摩平の森ふれあい館
／トランプ・ロープ・新聞マジックな

ど／10人
／初心者（幼稚園、保育園、介護施設の先生な

ど）
対象／500円／大塚（☎581-2082）へ申し込み
★じっくり描こう人物画～一緒に人物モチー
フを描きませんか！　5月10日～6月28日の第2・
第4火曜日13:00～16:00／社会教育協会（多摩
平）／15,776円／同協会（☎586-6221）へ申し
込み

ごあんない
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　4月16日㈯10:30～17:00／尾崎
ビル2F（立川駅北口）／高齢者歓迎／2,200円
／尾崎（☎090-5999-1033）へ申し込み
★殺陣同士会～殺陣を習いひの新選組まつり
で披露しよう　4月16日～30日の毎週土曜日
15:00～17:00／豊田駅周辺／小学生以上対象※
小学生歓迎／日野市明るい社会をつくる会（佐

士・小原（☎593-0573）
★アイルランドの古楽器演奏と妖精のお話の
会　4月23日㈯15:00～17:00／クレア（日野本
町）／20人／3,000円／クレア（山崎☎582-
1313）へ申し込み
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　4月24日
㈰15:00～16:00／多摩平図書館※直接会場へ／
日野おはなしの会（田島☎583-0896）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　4月24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）
★マリーゴールド～英語で歌おう！　4月25日
㈪13:30から／市民の森ふれあいホール／英
語・楽譜が苦手でも可、脳トレに※体験無料
／高橋（☎591-8668）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　4月30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
上対象／先着80人／200円／同ひろば（遠藤☎
090-9825-3421※月曜～金曜日19:00～21:00）
★童謡と唱歌を歌う～つぼみ　4月30日㈯
13:30から／勤労・青年会館／おおむね60歳以
上対象／500円／市之瀬（☎080-6540-6571）
★日野四季の会ダンスパーティー　5月3日㈷
13:00～16:00／新町交流センター／500円／川
畑（☎070-6644-2729）
★日野市俳句連盟新緑俳句大会　5月5日㈷
10:00～16:00／高幡不動尊／当季雑詠3句持ち
寄り、席題2句／1,000円／矢島（☎583-2184）
★多摩平幼稚園～まゆお姉さんと歌って踊ろ
う！　5月13日㈮13:30～14:30／同園（多摩
平）／いとうまゆ氏のコンサート／同園（☎
581-0436）へ申し込み
★リリーズ・ミリオンローズ～ダンスパー
ティー　5月14日㈯13:30～16:30／新町交流セ
ンター／ミキシング・トライアルあ

り／500円／
小林（☎591-1982）
★たかはた北保育園から　▶親子手作りおも
ちゃ講習会…5月20日㈮10:00～11:00▶ふれあ
いまつり…5月28日㈯9:00～13:00／いずれも同
園（高幡）／詳細は問い合わせを／同園（前
田☎591-5003※月曜～金曜日9:00～16:00）

美術・音楽
★みずき会～油彩・水彩など絵画展　4月19日
㈫～24日㈰10:00～17:00※24日は16:00まで／と
よだ市民ギャラリー／岡野（☎583-5319）
★林猛、米澤敏子、小泉博～日野美絵画三人
展　4月26日㈫～5月1日㈰10:00～17:00※1日は
16:00まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、水
彩、混合な

ど／米澤（☎591-2748）
★写真サークル日野四季の会～写真展　5月5
日㈷～8日㈰9:30～17:00※5日は13:00～16:30、8
日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／宇都宮（☎581-5950）
★広がれ!合唱の楽しみ～筑後川からトゥーラ
ンドットまで　5月7日㈯18:00から／八王子市
芸術文化会館いちょうホール／3,500円※中学
生以下2,500円／宇賀神（☎090-6038-2708）

★日野市ギターサークル発表会　4月29日㈷
14:00から／七ツ塚ファーマーズセンター／長
谷川（☎070-5455-1139）

スポーツ
★日野市グラウンド・ゴルフ記念大会　4月27
日㈬8:30～14:00※予備日28日㈭／浅川スポー
ツ公園／1,200円※協会員1,000円／4月20日㈬
までに木藤（☎583-5304）へ
★日野市レディースバドミントン大会　5月12
日㈭9:00から／南平体育館／新人戦、Ａ・
Ｂ・Ｃランク／市内在住・在勤者対象／1ペア
3,000円※連盟登録者2,500円／4月21日㈭まで
に前田（☎584-4676）へ
★日野市弓道連盟～初心者講習会　5月14日㈯
～12月10日㈯（全15回）／南平体育館／申込
方法など詳細は問い合わせを／5月1日㈰まで
に同連盟（大

だいくはら
工原☎090-8848-6131）へ　

★日野市ソフトテニス連盟から　▶春季個人
戦…5月15日㈰9:00～17:00※予備日22日㈰／多
摩平第一公園／男子一部・二部・壮年、女子
一部・二部／1ペア2,000円／5月8日㈰までに髭
野（☎582-1964）へ▶講習会…5月21日㈯13:00
～17:00／多摩平第一公園／初心者・経験者対
象／500円※指導あ

り／西沢（☎582-2830※夜
間）
★日野市テニス協会（硬式）から　▶春季ダ
ブルス大会…5月16日㈪・23日㈪※予備日30日
㈪／旭が丘中央公園／市内在住・在勤・在学
者、会員対象／1組4,000円※会員3,000円／詳
細は同協会HP参照※初心者向け試合あ

り／4月
20日㈬までに来住（☎582-3543）へ▶女子講
習会…5月17日㈫、6月21日㈫、7月12日㈫、9
月20日㈫、10月18日㈫、11月15日㈫9:00～
12:00／旭が丘中央公園／30人／1回500円※初
回は1,500円（ボール代な

ど）／申込方法など詳
細は同協会 HP 参照／4月20日㈬までに金子
（☎592-0515）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。

★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／初心者歓迎／
月（4回）2,500円※無料体験あ

り／中山（☎592-
9378）
★油彩・水彩を楽しむサタデー会　毎月第2・
第4土曜日9:30～12:00／平山交流センターなど
※スケッチあ

り／初心者歓迎／入会金2,000円、
月3,000円※指導あ

り／江澤（☎584-1318）
★グループママ琴～親子でお琴、三味線のお稽
古、育児中のお母さん音楽でリフレッシュ  第1
～第3火曜日10:00～12:00／三沢東地区セン
ターな

ど／月3,000円※無料体験あ
り／未経験、楽

器なし可／田中（☎592-5157）
★日野団塊世代広場　毎週火曜・土曜日10:00
～14:00、イベントなど開催時／平山台健康・
市民支援センターな

ど／事業・講演会・イベン
トの企画・運営、百草山の自然を守る活動な

ど

／団塊・シニア世代対象／同広場（☎843-8723

※火曜・土曜日10:00～14:00）
★シーガルス21～バドミントン　毎週金曜日
9:00～12:00／南平体育館な

ど／市内在住・在勤
者対象／月2,000円※指導あ

り／横倉（☎592-
4877）
★もりもりテニス　日曜日午前※土曜日の場合
あ

り／旭が丘中央公園な
ど／経験者歓迎／2～3ヵ

月1,000円※不定期。指導あ
り／倉本（☎090-

2465-2606）
★新婦人絵手紙～ヘタでいい、ヘタがいい　第
1・第3金曜日…谷仲山地区センターな

ど、第1・
第3土曜日…湯沢福祉センターな

ど／10:00～12:00
／月1,200円／田代（☎593-4744）
★太極拳倶楽部・ 槐

えんじゅ
　毎週金曜日13:00～

15:00／平山台健康・市民支援センターな
ど／初

心者歓迎／月5,000円※指導あ
り／佐藤（☎593-

2868）
★婦人体操同好会～心と身体のケアをしません
か　毎週水曜日10:00～11:30／東京至誠館道場
（程久保）／女性対象／入会金3,000円、月
2,700円※指導あ

り／坪井（☎090-6529-6239）
★キッズダンスサークル～リズム感と創造力を
高めよう　毎週月曜日15:50から…平山季

すえしげ
重ふ

れあい館、毎週水曜日15:15から…落川交流セ
ンター、毎週木曜日15:50から…生活・保健セ
ンター／4～10歳児対象／2カ月4,000円／渡辺
（☎090-2236-1916）
★日野百人一首の会　毎週土曜日13:00～
18:30、毎週日曜日9:00～18:30／中央公民館高
幡台分室な

ど／競技かるたの練習会／入会金600
円、月1,000円※高校生以下800円。指導あ

り／
伊藤（☎080-3022-7963）
★ハーモニカを楽しみましょう　毎月第1・第3
金曜日18:30～20:30／中央公民館な

ど／練習、老
人ホームへのボランティア活動な

ど／月3,500円
※指導あ

り／日野ハーモニカ（木村☎583-6246）
★日野ラジオ体操会　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／参加日時は自由※見学・体験
歓迎／年1,000円／原島（☎582-0451）
★遊悠スケッチの会　毎月1回／市民の森ふれ
あいホールな

ど／風景のスケッチ／1回1,000円
※指導あ

り／松本（☎080-3123-4007）
★湯沢ジャズダンスサークル～一緒にジャズを
踊りましょう　毎週火曜日10:00～12:00／湯沢
福祉センターな

ど／40歳以上対象／20人／入会
金1,000円、月2,500円※指導あ

り／山中（☎593-
1449）
★社交ダンス～ハーベスト　月4回火曜日13:00
～15:00…本レッスン、15:00～17:00…自主レッ
スンな

ど／平山交流センターな
ど／入会金1,000

円、月3,500円／飴
あめいえ

家（☎592-2688）
★薬膳の会　毎月第4日曜日14:00～17:00／中央
公民館高幡台分室な

ど／一緒に楽しく薬膳を
作って食べる／15人／1,200円※指導あ

り／水橋
（☎070-5592-8285）
★墨蘭会～水墨画　第1・第3木曜日14:00～16:00
／多摩平の森ふれあい館な

ど／1,000円／丁
てい

長
ちょうりん

林（☎090-9392-6259）

「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。

　原稿は郵送、持参、または市　 か
ら電子申請で受け付け／政治・宗教・
営利に関するものは掲載不可／問い
合わせは各文末の代表者へ。市は関
与していません／特に記載のないも
のは原則無料／掲載後に苦情があっ
たものは、今後の掲載を見合わせて
いただきます／掲載された記事は、
市　 で広報ひのＰＤＦ版・テキスト
版にも掲載されます
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