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円／林（緯０９０－７９０１－４３０１）
★信濃三十三カ所観音霊場巡り　４月１９日㈫
～２０日㈬※１泊２日／長野～須坂／２０人／
３８,５００円（バス代・宿泊代な

ど）／社会教育協
会（緯５８６－６２２１）へ申し込み
★日野高校５０周年祝賀会　５月７日㈯１７：３０
から／京王プラザホテル八王子（八王子市）
／日野高校卒業の成人、保護者、ＰＴＡ関係
者対象／６,５００円※事前振り込み制／後藤（緯
０９０－１５４８－５７７９）へ申し込み
★ヘルパー募集　週１日から勤務可／６５歳以
下対象※無資格可／詳細は問い合わせを／日
野たすけあいワーカーズＢｅすけっと（緯５８５
－３９３９）
★ひの社会教育センターから　葛大人のドラ
ム教室発表会…３月２０日㈷１１：００から葛幼児
１歳児親子教室体験…４月７日㈭１０：００から
／いずれも詳細は問い合わせまたは同センタ
ー 参照／同センター（緯５８２－３１３６）
 

★さんぽっぽひろば（幼児の遊び場）開放　
３月１７日～３１日の毎週木曜日、２８日㈪１０：００
～１２：００※１７日はお兄ちゃん先生と遊ぼう／
同ひろば（三中隣）※直接会場へ／保護者同
伴／日野どんぐりの丘幼児教室（緯５９２－
４７６１）
★母と子の英語であそぼう！Join the Bear 
Hunt　３月１８日㈮、４月１日㈮１０：３０～１２：００
／中央福祉センター／０～３歳児と母親対象
／各回先着８組／１回５００円／小笠原（緯５８３
－５５３２）へ申し込み
★パンジーダンスパーティー　３月１９日㈯・
３１日㈭１３：３０～１６：００／新町交流センター／各
日５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★昭和歌謡カラオケをみんなで一緒に歌う会
３月１９日㈯１０：００～１２：３０／４００円※飲み物付
き葛うたごえinひの…３月１９日㈯１３：３０～１６：
３０／８００円※飲み物付き／いずれも多摩平の
森ふれあい館／前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…３月１９日㈯９：３０から幼児クラス、１１：００か
ら大人クラス／サロン・ド・ハーモニー（南
平）／１,０００円葛歌声喫茶…３月１９日㈯１０：００
から…平山 季  重 ふれあい館、２６日㈯１４：００か

すえ しげ

ら…大和田地区センター／５００円葛サロンラ
イブ…３月２７日㈰１４：００から／サロン・ド・ハ
ーモニー（南平）／２,０００円／いずれも同会
（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★第七公園でひよこハウス多摩平のおともだ
ちと一緒に遊びませんか　３月２４日㈭１０：００
～１１：４５※雨天の場合は２５日㈮／同公園※直
接会場へ／紙芝居、かけっこ、体操な

ど／近隣
の親子対象／同園（ 梶  谷 緯５８２－８８６１）

かじ や

★はっぴーらいふ食事と歌を楽しむ会　３月
２４日㈭１２：００から／多摩平一丁目地区センタ
ー／３０人／３００円※子供無料／小林（緯０９０－
９３８６－５３０３）へ申し込み
★懐かしい歌・歌おう会　３月２５日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、４月

　
HP

もよおもよおしし

１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／
音楽療法士・小原（緯５９３－０５７３）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　３月２７
日㈰１５：００～１６：００／多摩平図書館※直接会場
へ／同会（田島緯５８３－０８９６）
★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２７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
緯０９０－９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★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２７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（粕谷緯５８６－７６９５）
★唄の会　３月２７日㈰１３：３０から／七生福祉
センター／月の沙漠、船頭小唄、オオソレミ
オな

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★カナリアの会～季節の歌・童謡を楽しく歌
いましょう　３月２９日㈫１０：３０～１１：４５／七生
福祉センター※直接会場へ／５００円※指導あ

り

／飲み物持参／古沢（緯５９２－０２０３）
★こもれび歌声喫茶　４月１２日㈫１４：００～１５：
００／カフェこもれび（南平）※直接会場へ／
童謡・唱歌・懐メロ／４００円※飲み物付き／同
カフェ（緯５９２－１２６０）
★日野市吟詠連盟～春の吟詠大会　４月１６日
㈯１０：００～１５：３０／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／市内吟詠教室発表会／１００人／同会（藤好緯
５８３－７８１３）
 

★グラウンド・ゴルフ体験講習会　３月１９日
㈯８：４０～１２：００※予備日２３日㈬／浅川スポー
ツ公園／初心者・中級者歓迎／５００円／木藤
（緯５８３－５３０４）
★日野市ソフトテニス連盟から　葛ジュニア
講習会…４月から毎週土曜日９：００～１２：００／
多摩平第一公園／ジュニア育成プログラム／
小学３～６年生対象／１０人／島田（緯５８４－
３１３５）へ申し込み葛春季団体戦…４月３日㈰
９：００～１７：００※予備日１０日㈰／多摩平第一公
園／一部・二部（男女混成可・３組編成）／
１チーム６,０００円／３月２７日㈰までに飯塚（緯
０４２－６６０－０７９５）へ葛講習会…４月１６日㈯１３：
００～１７：００／多摩平第一公園／初心者・経験者
対象／３００円※指導あ

り／西沢（緯５８２－２８３０※
夜間）
★日野市卓球選手権大会（硬式シングルス）
４月９日㈯９：３０から／市民の森ふれあいホ
ール／市内在住・在勤・在学者、連盟会員対
象／申込方法など詳細は問い合わせを／３月
２５日㈮までに日野市卓球連盟（斎藤緯０８０－
４４５２－４８７０）へ
★ゴルフ入門講座　４月１１日～６月４日の月
曜・火曜・土曜日１０：００～１１：３０※４月３０日、
５月２日・３日を除く。週１回７講座／旭が
丘ゴルフクラブ／成人対象／各クラス１０人／
１７,０００円※無料貸し出しクラブあ

り／平山（緯
０９０－２４１４－６６０４）へ申し込み

スポースポーツツ

★日野市バドミントン連盟～年代別ダブルス
大会　４月１６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／４月３日㈰ま
でに庄司（緯５９１－１５１７）へ
 

★日野市美術連盟会員展　３月１５日㈫～２０日
㈷１０：００～１７：００※１５日は１３：００から、２０日は
１６：００まで／ひの煉瓦ホール（市民会館）／油
彩、水彩な

ど／下田（緯５９１－７７９０）
★茜会作陶展　３月１５日㈫～２０日㈷１０：００～
１７：００※２０日は１６：００まで／とよだ市民ギャラ
リー／食器、花器な

ど／植松（緯５８４－９２６４）
★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
（緯５８３－３９０５）
★陶彩会作陶展　３月２２日㈫～２７日㈰１０：００
～１７：００※２７日は１６：００まで／とよだ市民ギャ
ラリー／石川（緯５８３－４５４４）
★日野台高校吹奏楽部定期演奏会　３月３０日
㈬１７：３０から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
同校（緯５８２－２５１１）
★女声合唱団コーア・テレージア演奏会　４
月２日㈯１５：００から／東京オペラシティ（新宿
区）／女声合唱のための三つの抒情、女声合
唱とピアノのための五つの唄な

ど／２,０００円／
宇賀神（緯０９０－６０３８－２７０８）
★絵画サークルサタデー会作品展　４月５日
㈫～１０日㈰１０：００～１７：００※１０日は１６：００まで
／とよだ市民ギャラリー／油彩、水彩／江澤
（緯５８４－１３１８）
 

★アメリカ人の先生の英語サークル　月曜～
水曜日、金曜日午後／多摩平の森ふれあい館
な
ど／園児～成人対象／費用など詳細は問い合
わせを／保谷（緯５８７－７９８１）
★日野歌謡練習会　第２・第４月曜日１４：００～
１６：００／カラオケＢＯＸミッキー（高幡）／ポ
ピュラー～演歌／入会金２,０００円、月３,５００円
※指導あ

り／仲田（緯５９２－２９５９※夜間）
★ＭＩＯの会～楽しく英会話を学ぶサークル
毎月第２・第４火曜日①１３：１０～１４：５０②１５：００
～１６：４０／中央公民館な

ど／①身の回りのこと
を英語で…初・中級者②日常会話を基礎から
…初心者対象／月２,０００円※テキスト代別途
／坂口（緯５９３－２８２４）
★４０代からのやさしい筋トレ　毎週火曜日
１３：００から／生活・保健センターな

ど／簡単スト
レッチ、体内測定、ヘルシースムージーな

ど／
４０歳以上の女性対象／５００円／立川（緯０７０－
６５１６－５５２３）
★ママ友ダイエットサークル　毎週火曜日
１０：００～１２：００／生活・保健センターな

ど／体内
測定、スムージー／２０～４０歳代母親対象／子
連れ参加可／５００円※ハーブティー付き／志
村（緯０８０－４５７７－８６８９）

美術・音美術・音楽楽

会員募会員募集集
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。
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「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。
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★健康太極拳　３月１７日㈭・３１日㈭、４月７
日㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター／気功
八段錦と太極拳／１回５００円葛多摩太極 鞭  杆 

ベン ガン

の会…４月７日㈭１６：００～１７：３０／東京至誠館
道場（程久保）／棒を持って動く太極拳／
２,０００円／棒の無料貸し出しあ

り／いずれも西
川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★パソコンを快適に使う保守・設定の基礎　
３月２１日（振休）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
上緯０９０－６５０９－９０６０）へ申し込み
★介護教室でおなじみのリンパケアを学んで
みませんか？　３月２２日㈫１０：００～１１：３０／多
摩五スペース（多摩平）／５００円／ 来  住  野 （緯

き し の

０９０－７２００－５７２７）へ申し込み
★中高年の運動と新しい隠し芸に無料日本舞
踊講習会　３月２３日～４月１３日の毎週水曜日
１３：００～１５：００／落川都営住宅地区センター／
初心者…黒田節、中級者…春雨／足袋持参／
藤間（緯５９２－５１５７）
★春のボタニカルワックスサシェ作り　３月
２３日㈬１４：００～１５：３０／クレア・ホーム＆ガー
デン（日野本町）／８人／３,３００円／Broom
香房ヒガシヤマ（緯５８２－１３１３）
★資本論第１巻を読む会　３月２５日㈮１９：００
～２１：００／生活・保健センター／引き続き「労
働日」！／１,０００円※大学生５００円、高校生無料
／北村（緯０９０－９９５３－２４５８）
★華メデェル　３月２５日㈮、４月１日㈮・１５
日㈮１０：００～１２：００／生活・保健センター／①
春の富士と桜を切り絵で②椅子に座って楽し
む茶道／①２,５００円※額付き②２,５００円（水屋
料含む）※道具レンタルあ

り／持ち物は問い合
わせを／同会（名取緯０９０－６５０７－３４１３）
★段ボールコンポストでごみ減量～生ごみ減
量講習会　３月２６日㈯１３：３０～１５：００／都営平
山４丁目アパート集会所／谷野（緯０８０－５４５６
－３９４４）
★無料子供お琴講習会　３月２７日～４月２４日
の毎週日曜日１０：００～１１：３０／落川都営住宅地
区センター／親子参加可／森（緯５９２－５１５７）
★癒しのいおり楽楽庵～心と体のセミナー　
３月２８日㈪１３：３０～１６：００／新町交流センター
／認知症予防のコラージュ療法／２０人／

講習・学習講習・学習会会

投稿のページ

５月１日号…３月３１日（木）
５月１５日号…４月１３日（水）
６月１日号…４月２７日（水）
６月１５日号…５月１３日（金）

１,０００円／鮫島（緯０９０－５３０３－４２９９）へ申し
込み
★中学生の英語と数学の個別補習　４月の毎
週日曜日１０：００から／ひの市民活動支援セン
ター／先着１０人／３月１７日㈭までにおたすけ
個別補習塾（吉村緯０９０－１５０４－６７５８※１５：００
～１８：００）へ
★スイング日野ダンスサークル～社交ダンス
（スロー・ルンバ）春季無料レッスン（初・中
級）　 ４月の毎週木曜日１９：００～２０：３０／ひの
社会教育センター（多摩平）／Ａ級プロ指導あ

り

／同サークル（粕谷緯５８６－７６９５）へ申し込み
★ソーシャル睦会～社交ダンス講習会　４月
の毎週木曜日１３：００～１５：３０／ひの社会教育セ
ンター（多摩平）※直接会場へ／タンゴ・ル
ンバ／経験者対象／月５００円※プロの指導あ

り

／山口（緯５８３－１２７６）
★植物と暮らす～４０歳からの保湿ケアとハン
ドクリーム作り　４月５日㈫１０：００から／豊
田南集会所／５００円／横田（緯０９０－５７６６－
５２３４）へ申し込み
★穀菜食の会　４月５日㈫・１９日㈫１０：００～
１４：００／多摩平の森ふれあい館／穀物を主食
に野菜、海草、伝統調味料を使った体に優し
くおいしい料理※初級／１１人／１,５００円／加
藤（緯０９０－８５０４－３７５２）へ申し込み
★雅着付けサークル　５～７月の第２・第４
水曜日１０：００～１２：００／南平駅西交流センター
な
ど／浴衣の着付け／月２,０００円／戸澤（緯０９０
－３６９３－９６６８）
 

★ミセス体操～お母さん！健康のため運動し
ませんか　３月１７日㈭・２４日㈭・３１日㈭…勤
労・青年会館、２３日㈬・３０日㈬…万願荘地区
センター、２８日㈪…落川都営住宅地区センタ
ー／１０：００～１１：３０葛ママも体を動かしてリフ
レッシュ…３月２５日㈮１０：００から／新井地区
センター／お子さま連れ可葛親子で一緒に楽
しく動こう！…３月２５日㈮１１：００から／新井
地区センター／いずれも倉橋（緯０９０－５９９９－
６６２８）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ＴＯＭＯへどうぞ　３月１９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（緯５８９－
４３９９）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　３月１９日㈯１０：３０～１７：００／杉
田ビル（立川駅北口）／高齢者歓迎／２,０００円
／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）へ申し込み
★日野の自然を守る会から　葛身近な地質ハ
イキング・長瀞町…３月２０日㈷７：５０ＪＲ八王
子駅１番線中央付近集合、１８：５０同駅解散※
荒天中止／３００円※小・中学生１００円。入館料
別途／弁当、飲み物、筆記用具持参／同会（山
本緯０４２－６２１－０９３４※１９：００以降）葛植物・昆
虫ウオッチング～春の日野歩き…３月２７日㈰
９：３０日野駅改札口集合、１４：００豊田駅解散※
荒天中止／３００円※小・中学生１００円／弁当、

ごあんなごあんないい

飲み物、筆記用具など持参／同会（関根緯０４２
－５４６－２５６８）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会　３月２０日㈷９：００～１２：００／新町交流セ
ンター／行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）
へ申し込み
★日野生活と健康を守る会から　葛暮らしの
何でも相談、共同墓地、遺言・相続などの相
談会（要申込）…３月２３日㈬・２９日㈫１３：００か
ら葛ゆったりハウス～お茶を飲んで懇談して
歌い仲間をつくる…３月１９日㈯１０：００～１６：００
／１００円／いずれもゆのした市民交流センタ
ー（日野本町）／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）
★日野市公契約条例シンポジウム　３月２４日
㈭１８：３０から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
公契約条例の到達点と課題な

ど／日野市公契約
条例シンポジウム実行委員会（緯５８４－０２８０）
★日野精神障害者家族会・交流会～情報交換、
悩み相談などなんでも　３月２６日㈯１３：３０～
１６：００／福祉支援センター／同会（片岡緯０８０
－１２３８－５９６０）
★築地界隈を散策　３月２６日㈯９：００日野駅ま
たは京王線高幡不動駅集合、１５：３０解散／築
地本願寺、築地市場・場外市場な

ど／２００円※昼
食代・交通費別途／佐藤彦五郎友の会（吉澤
緯８４３－１２１０）へ申し込み
★長沼公園～カタクリ観察会　３月２６日㈯・
２７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（緯０４２－３７５－１２４０）
★不登校を考える親と子の会　３月２７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（緯０９０－３５３０－
４１２２）
★笑いヨガ＆おやこつながリフレでHappy 
Smile　３月２７日㈰１３：３０～１６：００／多摩平交
流センター／先着５人／お子さま連れ可／日
野笑いヨガクラブ（石田緯０８０－１０４６－０４２２）
へ申し込み
★小グループの話し合いを上手に進めるワー
クショップ　３月２７日㈰１３：３０～１６：３０／中央
公民館／１２人／東京ファシリテーション・ク
ラブ・日野（向山緯０９０－４８４９－３４２２）
★子育てママ対象小型ハープ無料体験　３月
２７日㈰１４：００～１５：００／万願寺交流センター／
童謡、唱歌を演奏／１～３歳児と保護者（初
心者）対象／３人／指導あ

り／日野ハープの会
（緯０９０－６０５３－２９５９）へ申し込み
★HIPHOPダンス体験会　３月２８日～４月２５
日の毎週月曜日１８：１０～１９：１０／市民の森ふれ
あいホール／小学生以上対象／初心者～経験
者歓迎／１回５００円／ダンスクラブ GROOTH 

　グ　ル　ー　ス　

（緯０８０－５８８４－７５４４）へ申し込み
★栄光会～保育士・栄養士募集　４月１日か
ら勤務８：３０～１７：００／栄光保育園（平山）／
栄養士２人、保育士若干人／詳細は問い合わ
せを／同園（根津緯５９３－１５３８）
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　４月９日㈯１３：００～１６：００
／愛隣舎ホール（多摩平）※直接会場へ／３００

原稿締め切り日


