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／ダンスクラブ GROOTH （緯０８０－５８８４－
　グ　ル　ー　ス　

７５４４）へ申し込み
★より鳥みどり観察会～多摩丘陵の冬の野鳥
と生き物たちの冬越し・七生公園　２月１４日
㈰９：００京王線多摩動物公園駅前集合、１２：００
解散※雨天中止／筆記用具など持参／３００円
※小・中学生１００円／日野の自然を守る会（小
久保緯０９０－４５３２－２５５３※１９：００以降）
★日野新潟県人会・親睦会　２月１１日㈷１１：３０
から／寿司正（南平）／男性８,０００円、女性
６,０００円／同会（中村緯５８３－７０５３）へ申し込
み
★日野・市民自治研究所～久米啓司氏の気功
セミナー　２月１３日㈯９：００～１１：００／ゆのし
た市民交流センター（日野本町）／１,０００円／
同研究所（緯５８９－２１０６）
★高幡不動駅前お掃除～日野掃除に学ぶ会
２月１４日㈰６：００～７：００※雨天実施／京王線
高幡不動駅前バスロータリー／小学生以上対
象／ 惟  住 （緯５９４－７７３０）

これ ずみ

★日野市子どもの人権を守る協議会シンポジ
ウム～地域の視点から子どもの貧困を考える
２月１４日㈰１４：００～１６：３０／中央福祉センター
／先着８０人／５００円※学生無料／同会（平緯
０７０－６５１８－７０６１）へ申し込み
★西国三十三観音霊場巡り～説明会・学習会
２月１４日㈰１０：００～１２：００／社会教育協会ゆう
りか（多摩平）／指導あ

り／同協会（緯５８６－
６２２１）
★不登校を考える親と子の会　２月１４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）
★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの
定例会　２月１７日㈬１０：００～１２：００／中央福祉
センター／当事者と家族の交流／同会（緯０８０
－８４２６－８６３５）
★日野市労働者福祉協議会・働く者の文化展
～作品（絵画、書道、写真）募集　２月１９日
㈮～２１日㈰にひの煉瓦ホール（市民会館）で
展示／詳細は問い合わせを／２月１２日㈮まで
に絵画・書道は日野市職員組合（緯５８４－
２７８４）、写真はコニカミノルタ労組日野支部
（緯５８９－８４９７）へ
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場　２月２０日㈯１０：００～１２：００／多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ／鈴木（緯０９０
－４０６６－０６６３※１８：００～２０：００）
★就学一年前（５歳期）での発達検査と指導
説明会　２月２０日㈯１３：００から／子育てひろ
ば「あかいやね」（程久保）／市内在住・在園
年中児の保護者、幼児教育・保育関係者対象
／ことばのいずみ教室（緯０７０－５５９６－１３０７）
へ申し込み
★ひの社会教育センターから　葛手ぶらでＯ
Ｋ！やさしい墨絵講座…２月１２日㈮・２６日㈮
葛一泊スキー…３月５日㈯～６日㈰／年長以
上対象葛体験！雪灯籠づくり～十日町・雪上
カーニバル…２月２０日㈯～２１日㈰／いずれも
詳細は問い合わせまたは同センター 参照／　

HP

同センター（緯５８２－３１３６）
★スキッパー定例会・茶話会　２月２８日㈰１３：
３０～１６：００／平山台健康・市民支援センター／
２０人／５００円※会員１００円／同会（福田緯０８０－
５５０９－６５６５）へ申し込み
 

★たまダンスサークル・火曜会～社交ダンス
パーティー　２月の毎週火曜日１３：００から／
ひの社会教育センター（多摩平）※直接会場
へ／１回５００円／同会（辻 聰 緯５８７－１８３４）

あきら

★パンジーダンスパーティー　２月４日㈭
１３：３０～１６：００／新町交流センター／５００円／
渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★おやまにあつまれ！　２月４日㈭１１：００～
１１：４５／万願寺交流センター向かいの丘／そ
り遊びなどで体を動かす／乳幼児の親子対象
／みんなのはらっぱ万願寺（緯５８７－６２７６）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…２月６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…２月１３日㈯１０：００
から…市民の森ふれあいホール／５００円／い
ずれも同会（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★ナツメロカラオケをみんなで一緒に歌う会
（要申込）　 ２月７日㈰１２：３０～１７：３０／ラソ
ンブル（豊田駅北口）／２,２００円※事前予約
２,０００円葛昭和歌謡カラオケをみんなで一緒
に歌う会…２月２０日㈯１０：００～１２：３０／勤労・
青年会館／４００円葛うたごえinひの…２月２０
日㈯１３：３０～１６：３０／勤労・青年会館／８００円／
いずれも前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダン
スパーティー～ゆったりと楽しく　２月の毎
週土曜日１９：００～２１：００／ひの社会教育センタ
ー（多摩平）※直接会場へ／月１,０００円／同会
（佐々木緯０８０－５０７７－５３５４）
★マルガリーターダンスパーティー～生バン
ドで踊りませんか　２月７日㈰１３：３０～１６：００
／新町交流センター／１,５００円※前売り１,０００
円。飲み物付き／神崎（緯０８０－５５０６－１８９６）
★うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種をとばそ
う　２月７日㈰１３：３０～１６：１５／勤労・青年会
館※直接会場へ／８００円※障害のある方４００円
／同喫茶たんぽぽ実行委員会（緯５８１－３４４１）
★唄の会　２月７日㈰・１４日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／北国の春、早春賦、さだめ
川な

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★杉野幼稚園から　葛親子で遊ぼう…２月１０
日㈬９：４５～１１：００葛園庭開放…２月２４日㈬
９：４５～１１：００※雨天中止／同園（百草）※直
接会場へ／同園（緯５９１－３５１５）
★歌で楽しむ元気会　２月１０日㈬１０：３０～１１：
３０／七生福祉センター／季節の童謡・唱歌、
懐メロな

ど／おおむね６５歳以上対象／５００円／
小川（緯５９２－６５１０）
★日野市俳句連盟新春俳句大会　２月１３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（緯５８３－
２１８４）

もよおもよおしし

★童謡と唱歌を歌う～つぼみ　２月１１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（緯０８０－６５４０－６５７１）
★カナリアの会　２月１３日㈯１３：３０から／七
生福祉センター／ソプラノ、テノール歌手の
歌唱、みんなで歌う季節の歌／５００円※指導あ

り

／飲み物持参／古沢（緯５９２－０２０３）
★ビギン～バレンタインダンスパーティー　
２月１４日㈰１３：３０～１６：００／新町交流センター
※直接会場へ／Ａ級プロデモあ

り／１,０００円※
チョコレート付き／今井（緯０９０－９９５１－
５７６７）
★ならの木朗読ティータイム　２月１９日㈮
１４：００から／喫茶ならの木（豊田駅南口）※直
接会場へ／伊勢屋の黒助、トランプ占い／
１,０００円※コーヒー、ケーキ付き／同喫茶（緯
５８４－８０４９）
★さくら会～ダンスパーティー　２月２１日㈰
１３：３０～１６：００／新町交流センター／指導あ

り／
会員・市民対象／山崎（緯５２４－９５５６）
★蘭陀夢～朗読発表会　２月２８日㈰１４：００か
ら／多摩平の森ふれあい館／演目… 家  守  奇 

いえ もり き

 譚 、神無月／古木（緯５９４－２１１８※夜間）
たん

 

★混声合唱団シェーネル・エコー公開練習　
①２月１日㈪１３：３０～１６：００②８日㈪１４：００～
１６：００③１５日㈪１３：３０～１６：００／①多摩平の森
ふれあい館②③マザアス日野（万願寺）／ロ
ーレライ、荒城の月な

ど／西尾（緯０９０－９８０９－
９８０５）
★大山いづみ写真詩～心の中の風景展　２月
９日㈫～２７日㈯／カフェシフォン（日野本町）
／大山（緯０８０－６０２５－１０２６）
★日本画・書～水谷久子展　２月２７日㈯１０：００
～１７：００、２８日㈰９：００～１６：００／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／水谷（緯５８５－０１０８）
 

★ゴルフ入門講座　２月２２日～３月２６日の月
曜・火曜・土曜日１０：００～１１：３０※週１回５講
座／旭が丘ゴルフクラブ／成人対象／各クラ
ス１０人／１３,０００円※無料貸し出しクラブあ

り／
平山（緯０９０－２４１４－６６０４）へ申し込み
★日野市バドミントン連盟～ミックス選手権
大会　２月２７日㈯９：００から／南平体育館／
市内在住・在勤・在学者対象／１組３,０００円※
連盟登録者１組２,５００円／２月１０日㈬までに
庄司（緯５９１－１５１７）へ
★初級・中級テニス講習会　３月５日㈯９：００
～１２：００／旭が丘中央公園／市内在住・在勤・
在学者対象／先着２４人／１,０００円／２月２６日
㈮までに大塚（緯０９０－２２３９－１３１６）へ
★日野市民ふれあいインディアカ大会　３月
６日㈰９：００から／南平体育館／女子の部・混
合の部（１チーム４～８人）／小学校高学年
以上の市内在住・在勤・在学者、協会員対象
／１人５００円／キャプテン会議（２月２０日㈯
１９：００開催）に申し込み／日野市インディアカ
協会（ 新  谷 緯５８６－１３６８）
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★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
２月の毎週月曜～木曜日午前／多摩平の森ふ
れあい館な

ど／初・中級対象／５００円／高岡（緯
５８１－７９２７）へ申し込み
★簡単アロマクラフト講座～一緒にアロマハ
ンドクリームを作りましょう！　２月４日㈭
１０：３０～１１：３０／ラスパパス（高幡）／８人／
２,０００円／平本（緯０９０－９００２－９９７６）へ申し
込み
★ボランティアグループこすもす、地域リビ
ングゆざわ・ここからネット～中高年のため
の市民講座「知って安心地域のサービス」
２月６日㈯１３：３０～１５：３０／湯沢福祉センター
※直接会場へ／ゆざわ・ここからネット（緯
５９３－５９５９）
★日野ＷＷＷクラブ～ワード初歩者講習　２
月７日からの日曜日９：３０～１１：３０※約１年間
で中級まで／豊田駅北交流センター／写真、
ワードアート編集、写真画像処理、年賀状作
成な

ど／１回５００円／詳細は問い合わせを／同
会（ 可  児 緯５８４－０５０８）へ申し込み

か に

★パソコンのメンテナンス・ワンポイント実
習　２月８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
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？　２月９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
★健康太極拳百草園　２月１１日㈷・２５日㈭１０：
００～１１：３０／カルチャールーム百草（百草）／
気功八段錦と太極拳／月２,０００円／西川（緯
０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★絵画特別研究会～女性（着衣）を描く　２
月１１日㈷９：３０～１７：００／生活・保健センター
※直接会場へ／初心者歓迎／１,５００円／絵画
用具、昼食持参／日野市美術連盟（林緯５９２－
８３３６）
★日野福祉の学校・講座＆交流会～簡単なマ
ッサージで心と体をほぐそう　２月１３日㈯
１８：００から／社会教育協会（多摩平）／１,５００
円／槇島（緯０８０－６５３７－５６９２）へ申し込み
★性同一性障害＆ＬＧＢＴ講座～１３人にひと
り！子どもの命を守る　２月１３日㈯１０：００～
１２：００／勤労・青年会館／先着３０人／保育あ

り／
３００円／日野地域協議会（緯０９０－８７２７－７４５５）

講習・学習講習・学習会会

投稿のページ

３月１５日号…２月１５日（月）
４月１日号…３月１日（火）
４月１５日号…３月１４日（月）
５月１日号…３月３１日（木）

へ申し込み
★家庭薬膳ランチ！～旬の食材を使って薬膳
料理を楽しく一緒に作りませんか　２月１３日
㈯１０：００～１２：００／東部会館／桜エビごはん、
かぶのみぞれ汁、揚げ魚の野菜あんかけな

ど／
先着８人／１,５００円／２月６日㈯までに川井
（緯５５９－０４３６※１８：００～２０：００）へ
★バレンタイン・ホワイトデーにお花を贈ろ
う～生花（バラなど）を使ったアレンジメン
ト、花束作り　２月１４日㈰、３月１３日㈰１１：００
～１５：００のうち７０分／PlanT（多摩平の森産業
連携センター）／１回３,８８０円※割引制度あ

り／
高橋（緯０９０－３４０９－９０３９）へ申し込み
★オランダ人女性とお菓子・ソーセージ作り
＆英語でキッズクッキング・クラフト体験
①２月１４日㈰９：４５～１２：１５…ソーセージ②１７
日㈬１４：３０～１６：００…キッズクッキング・クラ
フト③２３日㈫９：４５～１２：１５…ストロープワッ
フル／市民の森ふれあいホール／①１０歳以上
②年中～小学３年生対象／①２,５００円②１,５００
円③２,０００円／西村（緯０８０－１４５５－３２９８）へ
申し込み
★英語おしゃべりクラブから　葛香港人と話
す会…２月１４日㈰１０：００～１２：００／勤労・青年
会館／１５人／１,５００円／２月１０日㈬までに申
し込み葛初級実践基礎英語…２月２０日から隔
週土曜日１３：００～１５：００／生活・保健センター
な
ど／１０人／１４,０００円（１０回）、テキスト４,０００円
／２月１７日㈬までに申し込み／いずれも同ク
ラブ（緯５８２－８６９１）
★ほだ木作り（しいたけ）体験講座　２月１４日
㈰１０：００～１６：００※雨天中止／ひの市民活動支
援センター／先着１０人／３００円／ひの炭やき
クラブ（中島緯０９０－６１２３－１８７１）へ申し込み
★育自（いくじ）のための小さな魔法　２月
１８日㈭１３：００～１５：００／かなざわ助産院（多摩
平）／少人数で対話しながら自分を知るワー
ク／子育て中の母親対象／１２人／２,０００円／
渡邉（緯０５０－７１２２－４４０６）へ申し込み
★市民による社会・経済研究会　２月２０日㈯
…地域統合国家の再編、２７日㈯…グローバル
経済の再編／１４：００～１６：００／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／１,０００円／同会（増田緯５８５－
１５８５）
★写真塾・ひの写真講座～カメラを持って外
へ出よう！　２月２３日から毎月第４火曜日
１３：３０～１６：００／多摩平の森ふれあい館／中高
年、初心者～中級者対象／春と秋撮影会、適
時フォトウオーキングあ

り／月１,０００円／瀧田
（緯５８３－５７４６）
 

★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…２月２日～１６日の毎週火曜日１３：００か
ら／ゆのした市民交流センター（日野本町）
／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）へ申し込み葛小・
中・高生の勉強会…毎週木曜日は日野教室、
毎週水曜日は豊田教室／１７：００から／７００円※
保護者は要入会／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）

ごあんなごあんないい

へ申し込み
★ミセス体操～いつまでも若々しく　２月１
日㈪・８日㈪・１５日㈪…落川都営住宅地区セ
ンター、３日㈬・１０日㈬…万願荘地区センタ
ー、４日㈭・１１日㈷…勤労・青年会館／１０：００
から葛楽しく体を動かしたいママのためのマ
マ体操…２月５日㈮・１２日㈮９：４０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！…２月５日㈮・１２日㈮１１：００
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（緯０９０－５９９９－６６２８）へ
申し込み
★地域交流スペースひだまり～ゆったり体
操・脳トレ、お茶を飲みながら小物づくりや
歌を　２月３日㈬・１７日㈬１０：３０～１４：００／下
田地区センター／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★ホッとスペースＴＯＭＯの湯～心病んでい
る方お茶でも飲みながらゆっくりしませんか
２月の毎週木曜日１３：００から※１１日を除く／
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（緯０８０－３４８２－６１９２）
★日野市保育まつり「子育てしやすいまち日
野　新たな一歩」～育てよう！地域の力で未
来のたねを　２月６日㈯１２：３０～１６：００／ひの
煉瓦ホール（市民会館）／園児の演技／日野市
社会福祉法人立保育園連合会（吹上保育園緯
５８３－７６４８）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　２月６日㈯１０：３０～１７：００／曙
第一ビル（立川駅北口）／高齢者歓迎／２,２００
円／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）へ申し込み
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会　２月７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
★おやこで楽しく！からだ遊び＆マッサージ
２月８日㈪・１５日㈪①９：４５～１０：４５…おやこ
タイム②１０：５０～１１：５０…ベビータイム／新町
交流センター／①おおむね１歳６カ月以上の
未就園児と保護者②首すわり後の乳児と保護
者対象／３Ｂ体操（山科緯０９０－５７８４－６５５８）
へ申し込み
★パソコン・スマートフォン・携帯電話なん
でも相談とワンポイント・レッスン　２月８
日㈪・２２日㈪１３：００からと１４：００から／京王ほ
っとネットワーク（京王高幡ＳＣ内）／各日６
人／３０分まで１,０００円※個人指導／多摩ＩＴ
普及会（吉野緯０９０－９８４０－７８１０）へ申し込み
★たかはた北保育園～パン作り体験　２月９
日㈫９：３０～１１：３０／同園（高幡）／詳細は問
い合わせを／同園（前田緯５９１－５００３※月曜～
金曜日９：００～１６：００）
★日野精神障害者家族会・家族相談　２月１１
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／同会（片岡緯０８０－
１２３８－５９６０）へ申し込み
★キッズダンス体験会　２月１０日～２４日の毎
週水曜日１５：３０～１６：２０／多摩平の森ふれあい
館／ヒップホップ・ブレイクダンス／年中～
小学校低学年対象／初心者歓迎／１回５００円
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