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★それいけ！たまレンジャー！とれ・知れ・
遊べサバイバル！　８月２２日㈯１０：００～１６：００
／多摩川緑地くじら運動公園（昭島市）／小・
中学生対象※未就学児要相談／３０人／詳細は
学生団体N.G.I. 参照／川崎（緯０８０－４１５４－
１２１３）
★月末なごみ中国茶会　８月２９日㈯１０：００～
１１：００／多摩平の森ふれあい館／成人対象／
６人／１,０００円※茶菓子付き。指導あ

り／佐藤
（緯０９０－９３８４－０１２０）へ申し込み
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場　８月２９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）
★シニア頭脳バンク公開イベント～シニア研
究者・技術者に期待するもの　８月２９日㈯１３：
００～１６：３０／多摩平の森ふれあい館／講演「産
学官金連携でものづくり」など／５００円葛受付な
どのボランティア募集…詳細は問い合わせを
／いずれも同バンク（緯５８６－０５７８）
★日本語ボランティア教師養成講座受講者募
集　９月１日～１０月２０日の毎週火曜日…基礎
コース、１０月２７日～１２月８日の毎週火曜日…
実践コース／１９：００～２１：００※祝日は除く／中
央公民館／ボランティア教師として日本語の
教え方を学びたい方対象／４０人／詳細は問い
合わせを／８月２０日㈭までに日野国際友好ク
ラブ（川井田緯５８６－７４０７※１７：００以降）へ
★ＭＯＡ美術館日野児童作品展絵画の募集　
１２月７日㈪～１２日㈯展示／テーマは自由／四
つ切またはＢ３サイズ／水彩、クレヨン、パ
ステル※鉛筆不可／９月３０日㈬までに同美術
館日野児童作品展実行委員会（内堀緯０９０－
３０９４－４９３３）へ
★浅川苑～あさかわ祭りに物品の提供を　１０
月１８日㈰に開催されるあさかわ祭りのバザー
に新品の衣類、食器、雑貨などの提供を※回
収はご相談を／１０月９日㈮までに同施設（緯
５９３－１１６５）へ
★介護職員初任者（２級ヘルパーと同等の資
格）研修　９月７日～１２月１１日の月曜・水曜・
金曜日／地域保健企画ビル（立川市）／１８～
６５歳対象／２４人／６５,８３０円／ヘルパーステー
ションコスモス日野（緯５８７－６２９２※平日９：
００～１７：００）へ申し込み
★放送大学平成２７年度１０月入学生募集　申込
方法など詳細は問い合わせを／９月２０日㈰ま
でに同大学東京多摩学習センター（緯０４２－
３４９－３４６７）へ
★友遊ケアセンター～高齢者デイサービスボ
ランティア募集　火曜・金曜日１３：００～１５：００
／同センター（西平山）／将棋、麻雀の相手
／同センター（神田緯５８４－５１４１）
★ひのケアマネ協議会個人会員募集　市内在
住のケアマネ募集／詳細は問い合わせを／居
宅介護支援事業所グラート（五嶋緯５８５－
６４８８）
★障害者の自立を支援するヘルパーを募集　
日野市民たんぽぽの会（高幡）／週１回から
可／要ヘルパー２級以上／詳細は問い合わせ
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を／同会（うぃず緯５９９－７２９９）
★BeすけっとCook調理スタッフ募集　詳細
は問い合わせを／同施設（緯５８５－０１３３）
★ひの社会教育センターから　葛南アルプス
登山キャンプ…８月１０日㈪～１２日㈬／小学５
年～高校生対象葛１秒縮める走り方教室…９
月１２日㈯・２６日㈯／小学３～６年生対象／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）
 

★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…８月１日㈯・１５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…８月８日㈯
１０：００から…市民の森ふれあいホール、１２日
㈬１４：００から…サロン・ド・ハーモニー（南
平）／５００円葛女声コーラス…８月５日㈬・１２
日㈬１２：３０から／サロン・ド・ハーモニー（南
平）／１,０００円／いずれも詳細は問い合わせを
／同会（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★日野四季の会～ダンスパーティー　８月２
日㈰・１６日㈰１３：００～１６：００／新町交流センタ
ー／３０人／川畑（緯５９３－１０９８）
★唄の会　８月２日㈰・９日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／金子（緯５９２－３８６２）
★ナツメロカラオケをみんなで一緒に歌う会
（要申込）　 ８月２日㈰１２：３０～１７：３０／ラソ
ンブル（豊田）２,０００円葛昭和歌謡カラオケを
みんなで一緒に歌う会…８月１５日㈯１０：００～
１２：３０／勤労・青年会館※直接会場へ／４００円
葛うたごえinひの…８月１５日㈯１３：３０～１６：３０
／勤労・青年会館※直接会場へ／８００円／いず
れも前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★さんぽっぽひろば遊び場開放　８月の毎週
月曜・木曜日１０：００～１２：００※１０日と１３日を除
く／同ひろば（三中隣）／保護者同伴／日野
どんぐりの丘幼児教室（緯５９２－４７６１）
★たまダンスサークル・火曜会～社交ダンス
パーティー　８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

★カナリアの会～季節の歌、童謡を一緒に歌
いましょう　８月６日㈭１０：３０～１１：４０／七生
福祉センター／５００円※指導あ

り／古沢（緯５９２
－０２０３）
★スイング日野ダンスサークル～社交ダンス
（ワルツ、チャチャチャ）無料レッスン体験
会（初・中級）　 ８・９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
★村上先生と楽しく歌う会　８月８日㈯１３：
３０～１５：３０／南平駅西交流センター／叙情曲、
唱歌、世界の民謡な

ど／８００円／内川（緯５９２－
５２８４）
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダン
スパーティー　８月の毎週土曜日１９：００～２１：
００※２２日を除く／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

　
HP

もよおもよおしし

木緯０８０－５０７７－５３５４）
★パンジーダンスパーティー　８月１５日㈯
１３：３０～１６：００／新町交流センター／５００円／
渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★下田自治会ふれあいまつり～夏祭り　８月
２２日㈯１６：００～２０：００※予備日８月２３日㈰／八
幡大神社（万願寺）／盆踊り、ゲームな

ど／山
口（緯５８４－３１５６）
★蘭陀夢～朗読発表会　８月２３日㈰１４：００か
ら／多摩平の森ふれあい館／演目…女たら
し、五重塔／古木（緯５９４－２１１８※１９：００～２１：
００）
★エプロンママとあそぼう～親子でつくろう
楽しいおもちゃ！とお楽しみシアター　８月
２９日㈯１０：３０～１２：３０／万願寺交流センター／
未就園児と保護者対象／５０円／鈴木（緯０９０－
６０２１－４７７４）
★日野市労働者福祉協議会～ぶどう狩り（勝
沼）バスツアー　９月１２日㈯７：４５豊田駅北口
日本生命付近集合、１７：００解散／先着１１０人／
３,５００円※小学生以下２,５００円、３歳以下無料
（バス座席・昼食なし）／８月３日㈪１０：００か
ら日野市職員組合（緯５８４－２７８４）へ
 

★日野市民合唱団演奏会　８月２９日㈯１４：００
から／いちょうホール（八王子市）※直接会
場へ／日本の四季の歌、土の歌～第１・２・
６・７楽章、Mozart「Sancta Maria,mater 
Dei」など／２８０人／鷲尾（緯０９０－４２２４－３２３０）
 

★日野市テニス協会秋季女子ダブルス大会　
９月５日㈯・１２日㈯※予備日１９日㈯／多摩平
第１公園／市内在住・在勤・在学者対象／１
組４,０００円※会員３,０００円／詳細は同協会 参
照／８月１３日㈭までに百草ＴＧ（緯５９１－
１２１２）へ
★日野市ラージボール卓球大会　９月６日㈰
９：００から／南平体育館／市内在住、在勤、在
学者、連盟会員対象／申込方法など詳細は開
催要項（市民の森ふれあいホール、南平体育
館にあり）を参照／８月１４日㈮までに日野市
卓球連盟（大久保緯５８３－０９７７）へ
★日野市ソフトボール連盟秋季大会　９月６
日からの毎週日曜日／万願寺グラウンドな

ど／
ＳＬの部１４,０００円、一般男子・女子・壮年・
実年の部５,０００円、シニアの部６,０００円／監督
会議（８月２３日㈰１９：００から中央福祉センタ
ー）で申し込み／小峯（緯５８１－６３５３）
 

★笹・ヨーガの会　毎月４回木曜日１４：００～
１５：３０／東部会館な

ど／月３,０００円／柴田（緯５８９
－７９７０）
★ソバ打ち同好会　毎月第４水曜日９：００～
１１：３０／七ツ塚ファーマーズセンターな

ど／
１,０００円／狩野（緯０９０－９９５６－２３５８）

美術・音美術・音楽楽

スポースポーツツ
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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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★子供夏休み無料邦楽体験講座　８月の毎週
日曜日１０：００から／落川都営住宅地区センタ
ー／幼稚園児…太鼓、小学生…琴、中学生…
三味線葛中高年の無料お琴体験講座…８月の
毎週火曜日１０：００からと１３：００から※２５日を除
く／三沢東地区センター／初心者…さくら、
中級者…千鳥の曲／貸し楽器あ

り葛グループ・
ママ琴の無料邦楽体験講座～育児うつ解消に
親子で琴・三味線を…８月の毎週火曜日１０：００
から／三沢東地区センター／貸し楽器あ

り／い
ずれも森（緯５９２－５１５７）
★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
８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
★るんびにから　葛女性のためのやさしい漢
方講座～夏ケアの漢方薬③…８月４日㈫１３：
３０～１４：３０／２,０００円葛女性と子供のための東
洋医学講座～夏の終わりの過ごし方…８月２３
日㈰１３：３０～１５：００／１,５００円／いずれも新町
交流センター／佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★市民後見人についての勉強会　８月６日㈭
１４：００～１５：００／中央福祉センター／市民対象
／１５人／成年後見サポートひの（小林緯０９０－
５７８０－９６７７）へ申し込み
★あこがれのフラメンコを習う体験講習会　
８月７日㈮１６：３０～１７：３０、１８：００～１９：００、９
日㈰１４：００～１５：００※１７：００から見学会／会員
宅（多摩平）／詳細はエル・アンヘル 参照
／１回６００円／エル・アンヘル（緯０９０－７７３５
－５１５８）へ申し込み
★エコライフを一緒に学びませんか？～バジ
ルソースとブルーベリーソーダを作ろう！　
８月９日㈰１０：００～１４：００／キョテン１０７（日野
本町）／ダンボールコンポストの実演あ

り／先
着１０人／２,０００円／佐藤（緯０８０－８８９１－４９３０）
へ申し込み
★イギリス英会話講座　８月１６日㈰・３０日㈰、
９・１０月の第２・第４日曜日１３：００～１４：００／
日野南平キリスト教会（南平）／永井（緯５９３
－０７５３）
★親子で体験するはじめての特撮ムービー　
８月１６日㈰９：００からと１３：００から／ひの煉瓦
ホール（市民会館）／撮影、放映／各回親子
５組／１組５００円／小林（緯０８０－９５３３－２６０４）
へ申し込み

講習・学習講習・学習会会
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投稿のページ

９月１５日号…８月１７日（月）
１０月１日号…９月１日（火）
１０月１５日号…９月１１日（金）
１１月１日号…１０月１日（木）

★お華炭つくり体験講座　８月１６日㈰１０：００
～１６：００／ひの市民活動支援センター※雨天
中止／市民フェア・プレイベントスタンプラ
リー参加／先着１０人／３００円※会員と家族無
料／ひの炭やきクラブ（中島緯０９０－６１２３－
１８７１）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブ～初級実践基礎英語
８月１９日から隔週水曜日１０：００～１２：００／１０人
／１３,０００円（１０回）、テキスト５,０００円／８月１５
日㈯までに同クラブ（緯５８２－８６９１）へ
★楊名時八段錦・太極拳　８月２０日㈭１３：３０～
１５：００／七生福祉センター／気功八段錦と太
極拳／５００円／西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ
申し込み
★夏休み動物セミナー　８月２３日㈰①９：３０
～１０：４０②１１：００～１２：３０／東京都動物愛護相
談センター多摩支所（石田）／①犬とともだ
ちになろう…低学年の小学生１５人と保護者３０
人②犬のしつけ方教室…高学年の小学生～中
学生１５人と保護者３０人※先着順／８月３日㈪
から同センター飼養相談係（緯５８１－７４３５）へ
★スクエアダンス初心者無料体験講習会　８
月２６日㈬・９月２日㈬９：３０～１２：００／北野市
民センター（八王子市）／田口（緯５８４－３１９３）
へ申し込み
 

★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　８月１日㈯１０：３０～１７：００／曙
第一ビル（立川駅北口）※直接会場へ／高齢
者歓迎／２,２００円／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）
★浅川少年少女合唱団オリジナルミュージカ
ル「魔女の卒業試験」出演者募集　８月から
の毎週日曜日９：００～１２：００または９：００～１６：
００／浅川苑（高幡）など／小・中学生対象※高
校生可／尾﨑（緯０９０－５５１５－３４９５）
★日野精神障害者家族会から　葛日野いずみ
会・学習会…８月４日㈫１３：３０～１６：００／生活・
保健センター／生活保護制度について／家
族、支援者対象／同会（石橋緯５９３－８６２５）葛
家族相談…８月１３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
★日野生活と健康を守る会から　葛都営住宅
入居申込、暮らし、共同墓地、遺言・相続などの
相談会…８月４日㈫・１０日㈪１３：００から…ゆの
した市民交流センター（日野本町）、８日㈯１０：
００から…多摩平の森ふれあい館、１３：００から
…平山 季  重 ふれあい館／大木（緯０８０－８７２２－

すえ しげ

２２９６）へ申し込み葛小・中・高生の勉強が楽し
くなる会…毎週木曜日は日野教室、水曜日は
豊田教室／１７：００から／月７００円※保護者は要
入会／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）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、お茶を飲みながらのんびり　８
月５日㈬・１９日㈬１０：３０～１４：００／下田地区セ
ンター／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★童謡詩募集～あなたも童謡詩人　テーマ・
形式自由、４００字詰め原稿用紙に縦書き※入
賞作品は作曲されパルテノン多摩で開催され

ごあんなごあんないい

る三多摩童謡ファミリーコンサートで発表。
賞品あ

り／応募料・１編１,０００円／８月５日㈬ま
でに申し込み／詳細は問い合わせを／多摩童
謡友の会・あなたも童謡詩人選考委員会（緯
０４２－３７５－８５５８）
★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
８月の毎週木曜日１３：００～１６：００／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・市民自治研究所から　葛久米啓司氏
の気功セミナー…８月８日㈯９：００～１１：００／
ゆのした市民交流センター（日野本町）／
１,０００円葛フィールドワーク「兵士・強制抑留
者・海外引揚者の苦労を学ぶ」…８月８日㈯
１３：３０～１５：３０／平和祈念展示資料館（新宿区）
※直接会場へ／いずれも同研究所（緯５８９－
２１０６）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会（要申込）　 ８月９日㈰９：００～１２：００／
新町交流センター葛暮らしの電話無料相談会
…８月１日㈯～１０日㈪１３：００～２０：００／いずれ
も行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）
★癒やしのパステル画を描く会　８月９日㈰
１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあい館／荒川
（緯０８０－６６４３－６９５２）
★高幡不動駅前お掃除～日野掃除に学ぶ会　
８月９日㈰６：００～７：００／京王線高幡不動駅
前バスロータリー※雨天実施／小学生以上対
象／惟住（緯５９４－７７３０）
★ひのピース・フェスティバル～戦後７０年・
日野で平和を考えよう　８月９日㈰１０：００～
１６：００／ひの社会教育センター（多摩平）／講
演、写真展、映画な

ど／５００円※小・中学生１００
円／木村（緯５８７－３５３３）
★妊娠中の方対象～アロマを使った不調改善
セルフケア　８月１０日㈪１３：００～１４：３０、１６日
㈰１０：３０～１２：００／多摩平の森ふれあい館／先
着５人／１,５００円※オリジナルアロマグッズ
付き。指導あ

り／桜井（緯０９０－７８０４－７５０２）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　８月１０日
㈪・２４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
★片野勧氏講演会～戦後７０年「８・１５戦災と
３・１１震災」　８月１５日㈯１４：００～１６：００／ひの
煉瓦ホール（市民会館）／１５０人／５００円／日野
郷土史研究会（夏井緯５８５－１５３８）へ申し込み
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・茶話会　８月１６日㈰１３：３０～１６：３０／
平山台健康・市民支援センター／５００円※会員
１００円／宮崎（緯０８０－５４５４－２３７６）
★多摩川カヌー・Ｅボート体験　８月２２日㈯
８：４５～１５：００／多摩川河川敷（府中市是政）
／４歳以上対象※保護者同伴／３５人／２,０００
円※指導あ

り／８月１５日㈯までに奥住（緯０９０－
５５８３－３７７６）へ

原稿締め切り日
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