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授業公開、施設見学／同校（田中緯０４２－４７１
－０５０２）へ申し込み
★都立八王子盲学校平成２８年度幼稚部（３～
５歳児）・高等部（普通科・理療科）入学生募
集　入学相談は平成２８年１月下旬から※願書
は１１月上旬から配布／視覚障害のある都内在
住者対象／詳細は問い合わせを／同校（緯０４２
－６２３－３２７８）
 

★栄光平山台保育園運動会ちびっこワールド
１０月１７日㈯９：３０から※雨天実施／平山台健
康・市民支援センター／地域の方が参加する
競技あ

り／飲み物持参／同園（緯５９２－２３４５）
★七生福祉園まつり～みんなあつまれ七生の
あきまつり、みんなが主役の楽しい１日　１０
月１７日㈯１０：００～１５：００※小雨実施／同園（程
久保）／模擬店、アトラクション、スタンプ
ラリーな

ど／同園（矢島緯５９１－００４９）
★ピノキオ幼児舎富士ライフ豊田園～運動会
１０月１７日㈯９：００～１１：４５／富士電機体育館
（富士町）※直接会場へ／同園（緯０７０－２１６０
－１９９５）
★あさかわ祭り　１０月１８日㈰１０：００～１４：３０／
特別養護老人ホーム浅川苑（高幡）／施設紹
介、バザー、屋台な

ど／同苑（緯５９３－１１６５）
★懐かしい歌・歌おう会　１０月２３日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、１１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／
音楽療法士・小原（緯５９３－０５７３）
★英語であそぼう～親子のハロウィーンパー
ティー　１０月２３日㈮・３０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
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　１０月２４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８０人／２００円／同ひろば
（緯０９０－９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★うんどうかいごっこ　１０月２４日㈯９：４５～
１２：００※雨天の場合は２５日㈰／さんぽっぽひ
ろば（三中隣）／未就室児競技あ

り／日野どん
ぐりの丘幼児教室（緯５９２－４７６１）
★仮装して楽しいハロウィーンパーティーに
参加しませんか？　１０月２４日㈯１５：００～１７：００
／ひの社会教育センター（多摩平）／２歳児
と保護者／１組５００円／永山（緯５８１－１９２０）
へ申し込み
★日野四季の会ダンスパーティー　１０月２５日
㈰１３：００～１６：００／新町交流センター／５００円
／川畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　１０月２５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）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　１０月２５
日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあい館※
直接会場へ／日野おはなしの会（田島緯５８３－

もよおもよおしし

０８９６）
★唄の会　１０月２５日㈰１３：３０～１５：３０／七生福
祉センター／里の秋、女のみち、無言坂な

ど／
金子（緯５９２－３８６２）
★杉野幼稚園父母の会主催バザー　１０月２５日
㈰１０：００～１４：００／同園（百草）／雨天の場合
は上履き持参／同園（緯５９１－３５１５）
★はくちょうまつり　１０月２５日㈰１０：００～１４：
００／はくちょう（日野台）／作品展示・販売、
作業紹介、模擬店な

ど／同施設（緯５８４－８７００）
★アメリカ人の先生の英語サークル～ハロウ
ィーン　１０月２６日㈪・２８日㈬・３０日㈮夕方／
新町交流センターな

ど／２歳児～小学生対象／
２００円／詳細は問い合わせを／保谷（緯５８７－
７９８１）へ申し込み
★歌で楽しむ元気会　１０月２８日㈬１３：３０～１４：
３０／七生福祉センター／季節の童謡、唱歌な

ど

／おおむね６０歳以上対象／５００円／小川（緯
５９２－６５１０）
★すずかけの家バザー　１０月３１日㈯１０：００～
１５：００※雨天実施／同施設（南平）／衣料品・
日用品などの販売、模擬店な

ど／１０月３０日㈮ま
で物品募集中／同施設（緯５９１－７５６１）
★プリマベーラ・ダンスパーティー　１１月１
日㈰１３：３０～１６：００／新町交流センター※直接
会場へ／５００円※飲み物付き／同会（山内緯
０９０－８７７９－５３３８）
★愛隣舎バザー　１１月３日㈷１０：３０～１４：００／
同施設（多摩平）／雑貨、喫茶コーナーな

ど／
同施設（緯５８６－９０５１）
★日野台幼稚園バザー　１１月７日㈯１０：００～
１３：００／同園（多摩平）／古着・食品販売、子
供遊びコーナーな

ど／同園父母の会（池田緯０９０
－３５９９－１６８０）
★フリーマーケット出店者募集　１１月２９日㈰
９：００～１５：００／富士電機体育館（富士町）／
１,５００円（出店料）／日野市明るい社会を作る
会（佐藤緯５８３－０８６８）へ申し込み
 

★ゴルフ入門講座　１１月２日～１２月１９日の月
曜・火曜・土曜日１０：００～１１：１５※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
★日野市ソフトテニス連盟～講習会　１１月２１
日㈯１２：００～１６：００／多摩平第一公園／３００円
※指導あ

り／西沢（緯５８２－２８３０※夜間）
 

★シャンソン＆カンツォーネ歌の発表会～ブ
ーケ・ド・ミュゲ　１０月１８日㈰１４：３０から／七
生公会堂／西（緯５８６－２５２８）
★手編みニットサークル　１０月２０日㈫～２５日
㈰１０：００～１７：００※２５日は１２：００まで／とよだ
市民ギャラリー／セーター、カーディガンな
どの作品展示／和田（緯５８４－３５２８）
★オーケストラ・マミューズへようこそ　１０
月２５日㈰１３：３０から／くにたち市民芸術小ホ
ール（国立市）／０歳から入場可／５００円／小

スポースポーツツ

美術・音美術・音楽楽

谷（緯０９０－９３８９－４６４６）へ申し込み
★やさしいアート・技法で遊ぶ「楽画会」展　
１０月２７日㈫～１１月１日㈰１０：００～１７：００※１日
は１５：００まで／とよだ市民ギャラリー／アク
リル、水彩、コラージュな

ど／米澤（緯５９１－２７４８）
★オール日野ハーモニカ・アカデミー合同発
表会　１１月３日㈷１２：３０～１７：００／新町交流セ
ンター／演歌、歌謡曲、童謡な

ど／林（緯５９１－
１９３３）
 

★女声合唱～プリマヴェーラ　毎週月曜日
１０：００～１１：３０／社会教育協会内ゆうりか（豊
田駅北口）／発声の基本から※見学歓迎／月
５,０００円／清水（緯５８６－０２２８）
★写真サークル～写団ひの　毎月第２火曜日
１８：００から／平山 季  重 ふれあい館な

ど／見学歓
すえ しげ

迎／渡辺（緯０８０－５０７５－１８３５）
★コーラスさおひめ～童謡と唱歌を歌う会　
毎月第２・第４土曜日１３：３０～１５：３０／勤労・
青年会館な

ど／月１,０００円※入会時楽譜代別途
／指導あ

り／中島（緯０４２－５２７－１１５７）
★かわせみハーモニカ・アカデミー～ハーモ
ニカを吹いてみませんか　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（緯０９０－７８２７－
５１５７）
★かしの木フォークダンスＯＢ会　月２回土
曜日１０：００～１２：００／新町交流センターな

ど／６
カ月５,０００円／星野（緯５８３－０４４０）
★健やか太極拳～腰、膝から健やかに　月３
回火曜日１０：００～１１：３０／平山 季  重 ふれあい館

すえ しげ

な
ど／中高年女性対象／月２,０００円※指導・体験
あ
り／服部（緯５９２－５７９６）
★囲碁の会～井目会　毎週水曜日１３：００～１７：
００／中央公民館な

ど／初級者歓迎／月１,０００円
／河野（緯５８３－２５５２）
★社交ダンス　月４回水曜日１３：００～１５：００／
平山 季  重 ふれあい館な

ど／多少経験のある方対
すえ しげ

象／１回５００円／鈴木（緯０４２－６３５－６２０７）
★Union.JAの英会話講座チャッティングル
ーム　月２回水曜日１３：３０～１５：５０／平山 季  重 

すえ しげ

ふれあい館な
ど／ビギナーから参加可／１回

２,０００円※お菓子付き。指導あ
り／ジャックマ

ン秋山（緯０８０－２１８１－６９５０）
★歌謡サークルひまわり　毎月第２・第４土
曜日１３：３０～１６：３０／南平駅西交流センターな

ど

／女性初心者歓迎／１５人／月１,５００円※指導 
あ
り／吉見（緯５９２－３１３０）
★ひの切り絵サークル　毎月第２・第４火曜
日１０：００～１２：００／中央公民館な

ど／２カ月
１,０００円※月４回講師の指導あ

り／永瀬（緯５８６
－３３５３）
★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１３：００～１７：００／五小な

ど／初心
者歓迎／月１,５００円※指導あ

り／市之瀬（緯０８０
－６５４０－６５７１）
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★るんびにから　葛女性と子供のための東洋
医学講座…１０月１８日㈰１３：３０～１５：００／新町交
流センター／１,５００円葛生理痛緩和セルフケ
ア講座…１０月２５日㈰１３：３０～１５：００／新町交流
センター／思春期の女性対象／３,０００円※紙
ナプキン作りは別途布代７００円葛産後ケア…
１０月２８日㈬１３：３０～１４：４５／かなざわ助産院
（多摩平）／３,５００円／いずれも佐伯（緯０９０
－１１０３－０６０１）
★民謡南茅部無形文化財鱈釣り口説節講習　
１０月２２日㈭１３：００～１６：００／中央福祉センター
／先着５人／５００円／阿部（緯０９０－７４１８－
９８６１）
★資本論第１巻を読む会　１０月２３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（緯０９０－９９５３
－２４５８）
★サークルいっち～楽しく唄おうカンツォー
ネ　１０月２３日㈮、１１月１３日㈮１３：００～１５：００／
東部会館／日本語とイタリア語で歌うカンツ
ォーネ／１５人／１００円／ 栁  田 （緯０９０－２２５１－

やなぎ だ

３８９３）へ申し込み
★子育てセミナー～参加型問題解決講座　１０
月２４日㈯１０：００～１１：５０／多摩平の森ふれあい
館／あなたの子育て大丈夫？～迷ってません
か？疲れてませんか？／３００円／わくわく
Kidsランド（山下緯０９０－４５９８－５５２５）
★簡単英語で楽しく異文化体験！オランダ人
女性と本場の伝統菓子ストロープワッフルを
作りませんか　１０月２７日㈫９：４５～１２：１５／市
民の森ふれあいホール／２,０００円／西村（緯
０８０－１４５５－３２９８）へ申し込み
★太極拳ドリーム無料講習会　１０月３１日㈯１３： 
００～１６：００／七ツ塚ファーマーズセンター／
入門太極拳２４式、剣、扇／３０人／１００円（会場
費）／飲み物、靴持参／藤田（緯０９０－４０２３－
６５９５）
★体験会・植物と暮らす～セルフボディーケ
アのためのアロマオイル作り　１１月３日㈷
１０：００～１２：００／豊田南地区センター／５００円
／横田（緯０９０－５７６６－５２３４）へ申し込み
★日野マジッククラブ～中高年のマジック講
座　１１月４日㈬１４：００～１６：００／多摩平の森ふ
れあい館／小倉（緯５８６－０３６７）へ申し込み
★楊名時八段錦・太極拳　１１月５日㈭１３：３０～
１５：００／七生福祉センター／気功八段錦と太

講習・学習講習・学習会会

投稿のページ

１２月１日号…１１月２日（月）
１２月１５日号…１１月１３日（金）
１月１日号…１１月３０日（月）
１月１５日号…１２月１４日（月）

原稿締め切り日

極拳／５００円／西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ
申し込み
★シニアにやさしいiPad入門講習会　１１月
から毎月第１・第３水曜日１４：００～１６：３０※全
１０回／中央福祉センターな

ど／８人／１回
１,０００円※iPad貸し出しあ

り／日野iPad研究会
（石塚緯０７０－５０１９－３９６０）
★日野手品サークル～マジック講習会　１１月
１０日～１２月８日の毎週火曜日１９：００～２１：００※
１７日を除く／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／初心者（幼稚
園、保育園、介護施設の先生など）対象／１０
人／５００円／大塚（緯５８１－２０８２）へ申し込み
★スコーレ親力アップ講座～たくましく生き
抜く子どもに育てる　１１月１０日㈫１０：００～１１：
３０／多摩平の森ふれあい館／小学生～高校生
の保護者対象／５０人／５００円／スコーレ家庭
教育振興協会日野地区実行委員会（佐藤緯０８０
－１２０５－９４３０）へ申し込み
★ＰＣドットカム～脳トレにもなるパソコン
を始めませんか？　１１月１２日㈭・１９日㈭・２６
日㈭１５：３０～１７：００／豊田駅北交流センター／
キーボード入力できる方歓迎／２,０００円／大
野（緯０９０－３１４１－７２５９）へ申し込み
★実践女子大学公開市民講座～暮らしをとら
えなおす　１１月２８日㈯１３：００～１５：３０／同大学
（大坂上）／衣食住について非常事態で役立
つ体験を学ぶ／先着２０人／申込方法など詳細
は問い合わせを／同大学（緯５８５－８８１７）
 

★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　１０月１７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
★日野市モーニング・フォーラム～素敵な笑
顔が人生を変える　１０月１８日㈰６：３０～７：３０
／日野市商工会館（多摩平）／いきいきふれ
あい塾（林緯０９０－２６５６－１９３６）
★植物・昆虫ウオッチング～横浜自然観察の
森で秋の植物・昆虫を観る　１０月１８日㈰９：４５
京浜急行線金沢八景駅改札口集合（１０：００発大
船駅行きバス乗車）、１５：３０解散※雨天中止／
３００円※小・中学生１００円／昼食、飲み物、筆
記用具など持参／関根（緯０４２－５４６－２５６８）
★ミセス体操　１０月１９日㈪・２６日㈪…落川都
営住宅地区センター、２１日㈬・２８日㈬…万願
荘地区センター、２２日㈭・２９日㈭…勤労・青
年会館／１０：００から／おおむね４０～７０歳代対
象葛ママのストレッチ＆筋力up…１０月３０日
㈮９：４０から／新井地区センター葛親子でリ
ズム遊び…１０月３０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
★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）　１０月２０日㈫・２７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…１０月１７日㈯１０：００～１６：００
／いずれもゆのした市民交流センター（日野

ごあんなごあんないい

本町）／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）
★ママと一緒に楽しく遊ぼう！　１０月２１日
㈬・２８日㈬①１０：３０～１１：２０②１１：３０～１２：２０／
七ツ塚ファーマーズセンター／親子体操、ベ
ビーマッサージな

ど／①未就園児と保護者②２
カ月以上の乳児と保護者対象／３Ｂ体操（野
口緯０８０－６５３８－６０９１）へ申し込み
★多摩未来創造フォーラム～多摩地域大学理
事長・学長会議　１０月２４日㈯１３：００～１７：１０／
明星大学（程久保）／５００人／申込方法など詳
細はネットワーク多摩 参照／学術・文化・
産業ネットワーク多摩（緯５９１－８５４０）
★精神障害者家族会「日野いずみ会」講演会
「精神科領域における最近のトピックスにつ
いて～診断と治療を中心に」　１０月２４日㈯１４：
００～１６：００／生活・保健センター／同会（緯０８０
－１２３８－５９６０）
★不登校を考える親と子の会　１０月２５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）
★生前贈与、相続など暮らしの無料法律相談
１０月２５日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
葛暮らしの無料法律電話相談…１０月１５日㈭～
２４日㈯１３：００～２０：００／いずれも行政書士・望
月（緯０７０－５４６７－２７５７）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～バーベキュー
１０月２５日㈰１０：００～１４：００／昭和記念公園（立
川市）／７００円／詳細は問い合わせを／ボラン
ティアグループこすもす（緯５８９－４３９９）へ申
し込み
★安心老後のための相続・遺言・成年後見な
ど暮らしに関する無料相談会　１０月２６日㈪
１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい館／相続・

すえ しげ

遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４－５２０８）へ
申し込み
★定年青春塾　１０月２７日～１２月の第２・第４
火曜日／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／
２,７００円／同協会（緯５８６－６２２１）
★都立七生特別支援学校～授業公開　１０月３１
日㈯、１１月１２日㈭９：２５から／同校（程久保）
／小学～高等部／同校（桐生緯５９１－１０９５）へ
申し込み
★散策会～ふれあい橋河川敷　１１月１日㈰
１３：００東部会館集合／知的、発達障害児とそ
の家族と共に散策／１０人／１００円／あるく・自
律を目指す会（杉山緯５０６－５２６５）
★市立病院認知症看護認定看護師・小林多紀
氏講演～認知症の方を支えるケア　１１月１日
㈰１４：００～１５：３０／市立病院※直接会場へ／日
野市立病院を応援する市民の会（小林緯０９０－
９３８６－５３０３）
★八南助産師会主催～映画「うまれる、ずっ
といっしょ」上映会　１１月７日㈯１０：３０からと
１５：００から／七生公会堂／１,０００円※４歳～小
学生８００円／映画実行委員会事務局（かなざわ
助産院緯５８７－６０５５）へ申し込み
★都立久留米特別支援学校～学校公開　１１月
７日㈯９：３０～１２：３０／同校（東久留米市）／

　
HP


