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の煉瓦ホール（市民会館）／１,０００円※前売り
８００円、小・中学生・高校生５００円／「日本と
原発」上映日野実行委員会（ 出  沼 緯０９０－８７２７

いで ぬま

－７４５５）
★旭が丘ふれあい夏祭りボランティア募集
７月１８日㈯１８：００から旭が丘東公園で開催さ
れる夏祭りのボランティア、ステージ参加者
募集／視覚障害者のヘルパー、模擬店手伝
い、祭りの準備・片付けな

ど／詳細は問い合わ
せを／東京光の家（緯５８１－２３４０）
★ケア・センターやわらぎ～介護職員初任者
研修（通学）受講生募集
７月２９日～９月２６日のうち２０日間／同センタ
ー（立川市）／２４人／５６,９９５円／詳細は問い
合わせを／７月２２日㈬１２：００までに同センタ
ー（井上緯０４２－５２３－３５５２）へ
★日野駅前かわせみ保育園～非常勤産休代替
職員（０歳児担当）募集
８月１日㈯から／同園（日野本町）／要保育
士資格※正職途用あ

り／詳細は問い合わせを／
同園（坂田緯５８１－２２３３）
★ひの社会教育センターから
葛みんなあつまれ！１歳児親子体操ひよこク
ラス…６月２３日㈫・３０日㈫１１：２０から葛てづく
り体験…７月２１日㈫…影絵シアターづくり、
２４日㈮…あやつり人形づくり、２５日㈯…シェ
フが教える美味しいパスタ／いずれも費用な
ど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）
 

★日野台幼稚園未就園児対象プログラム～園
庭開放
６月１９日㈮、７月３日㈮、９月１１日㈮・２８日
㈪、１０月１５日㈭・１９日㈪、１１月２０日㈮、１月
１５日㈮／同園（多摩平）※直接会場へ／未就
園児と保護者対象／詳細は同園 参照／同園
（緯５８１－２６１５）
★笑栄会落語会
６月２０日㈯１３：００から／中央福祉センター／
小泉（緯５８６－０５４０）
★さんぽっぽひろばまつり
６月２１日㈰１０：００～１２：００※雨天実施／さんぽ
っぽひろば（三中隣）※直接会場へ。駐車場
なし／手作りおもちゃ販売、ゲームコーナ
ー、バザーな

ど／日野どんぐりの丘幼児教室
（大和田緯５９２－４７６１）
★唄の会
６月２１日㈰・２８日㈰１３：３０～１５：３０／七生福祉
センター／船頭小唄、月の沙漠、オオソレミ
オな

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★歌で楽しむ元気会
６月２４日㈬１０：３０～１１：３０／七生福祉センター
／季節の歌を歌う・軽い体操な

ど／おおむね６５
歳以上対象／５００円／小川（緯５９２－６５１０）
★懐かしい歌・歌おう会
６月２６日㈮…特別養護老人ホームマザアス日
野（万願寺）、７月３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－
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０５７３）
★スプリングダンスパーティー
６月２７日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう
６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歳以上の方対象／
先着８０人／２００円／同ひろば（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
６月２８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）
★ハワイアンとフラダンスのコンサート
６月２８日㈰１３：００～１６：００／新町交流センター
／ハワイアンとウクレレバンドが演奏、フラ
ダンス体験コーナーあ

り／多摩ハワイアン連盟
（冨本緯５８１－４４７２）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
６月２８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５８３－０８９６）
★英語の手遊び歌であそびましょ
６月２９日㈪１０：００～１０：３０／コミュニティハウ
スアウル（豊田）／未就園児の母親対象／４
人／３５０円※コーヒー、ワッフル付き／有村
（緯０５０－５８８９－５３６０）へ申し込み
★カントリーマーケット
６月３０日㈫～７月４日㈯１０：００～１８：００／クレ
ア・ホーム＆ガーデン（日野本町）／ドール、
編みぐるみ、布小物な

ど／ランチ・喫茶、駐車
場あ

り／同施設（緯５８２－１３１３）
★ならの木文化サークルから
葛朗読ティータイム（要申込）…７月３日㈮
１４：００から／夏の葬列、利休の死／１,０００円※
コーヒー、ケーキ付き葛サマーコンサート～
今村信悟LIVE…７月４日㈯１４：００から／２,０００
円※ケーキセット付き／いずれも喫茶ならの
木（豊田駅南口）／同所（緯５８４－８０４９）
 

★幡の塾絵画展
６月１６日㈫～２１日㈰１０：００～１７：００※２１日は
１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、
水彩、アクリル画／新井（緯５８１－５０７２）
★シェルザミスペシャルコンサート
６月２７日㈯１４：００から／府中の森芸術劇場（府
中市）／星に願いを、落葉松な

ど／渡邉（緯０４２
－４００－１５４０）
★Harmonize（ハーモナイズ）吹奏楽チャリ
ティーコンサート
６月２８日㈰１４：００から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／藤井（緯０９０－８４７６－
４５８５）
★色えんぴつアート展
６月３０日㈫～８月１日㈯１１：３０～１８：３０※日
曜・月曜日を除く／カフェ・シフォン（日野
本町）／太田（緯０８０－８０２９－２０４７）

美術・音美術・音楽楽

★はがき絵と水彩小品展
６月１８日㈭～２４日㈬１２：００～１８：００／茶房たん
たん（高幡）／高橋（緯５８４－８７４１）
 

★ミニバスケットボールクリニック
６月２１日㈰１３：００～１７：００／八小体育館／指導
あ
り／詳細は問い合わせを／日野市少年バスケ
ットボール連盟（藤井緯５８４－４０８０）
★ミニバスケットボール体験会
６月２３日㈫・３０日㈫１６：４５～１９：００／豊田小体
育館／小学１～６年生の女子対象／飲み物、
履物、タオル持参／黒田（緯０９０－２４５６－１０３６）
★シニアアーチェリー講習会
７月４日㈯・１２日㈰・１８日㈯・２６日㈰１３：００
～１６：００／南平体育館／初心者講習※１日体
験可／市内在住・在勤者対象／６０歳未満２人、
６０歳以上４人／用具は貸与／伊藤（緯５９２－
４４７１）
★ソフトテニス講習会
７月１８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／日野市
ソフトテニス連盟（西沢緯５８２－２８３０※夜間）
★日野市卓球選手権大会（硬式ダブルス）
７月１９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／６月２７日㈯ま
でに日野市卓球連盟（大久保緯５８３－０９７７）へ
 

★フォークダンス～あゆみの会
毎月４回月曜日１０：００～１２：００／多摩平の森ふ
れあい館な

ど／月２,０００円※指導あ
り／井坂（緯

５８３－４８６８）
★混声合唱団～コーロファミーリア
月３回月曜日１３：３０～１５：３０／勤労・青年会館
な
ど／月３,０００円※見学、体験あ

り／矢崎（緯５８１－
１３９６）
★ＭＩＯの会～楽しく英会話を学ぶ集い
毎月第２・第４火曜日①１３：１０～１４：５０②１５：００
～１６：４０／中央公民館／①初級者②初心者対
象／月２,０００円※テキスト代別途／坂口（緯
５９３－２８２４）
★日野ハーモニカ・アカデミーわかば
毎月第２・第４木曜日１０：００～１２：００／中央公
民館な

ど／合奏・独奏を楽しむ／初心者歓迎／
月３,０００円※指導あ

り／林（緯５９１－１９３３）
★日野混声合唱団
毎週火曜日１９：１５から／ひの社会教育センタ
ー（多摩平）／指導あ

り／高校生以上対象／月
４,０００円※高校生１,０００円、学生２,０００円／大内
（緯０９０－５５１５－６７９１）
★百草園ラフタークラブ～ラフターヨガ
毎週木曜日１０：００～１１：００／落川地区センター
な
ど／１回１００円※指導あ

り／鈴木（緯０８０－５６５４
－７７４０）
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★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
６月２１日㈰１３：３０～１７：００…多摩平１丁目地区
センター、７月４日㈯１１：３０～１５：００…平山 季 

すえ

 重 ふれあい館／１００円／ボランティアグルー
しげ

プこすもす（緯５８９－４３９９）
★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
６月２２日㈪１３：３０～１５：３０／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館／相続・遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４
－５２０８）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会
葛暮らし、共同墓地、遺言・相続など何でも
相談会（要申込）…６月２３日㈫・３０日㈫１４：００
～１６：００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…６月２０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）
★ベビーマッサージ
６月２４日㈬１１：００～１２：００／ベッティ写真館多
摩平店（多摩平）／先着６人／１,５００円／同店
（矢島緯５８１－１２４５）へ申し込み
★雑木林の手入れと植物観察会
６月２７日㈯１１：００～１２：００／三沢下自治会館集
合／百草山に自生する植物観察／１０人／日野
団塊世代広場（緯８４３－８７２３）
★劇団ひの公演～児童劇「ブンナよ、木から
おりてこい」
６月２７日㈯１８：３０から、２８日㈰１０：００からと
１４：３０から／七生公会堂／大人１,８００円、４歳
～学生１,３００円※割引制度あ

り／同劇団（緯５８４
－３４３６）
★不登校を考える親と子の会
６月２８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）
★都立八王子東特別支援学校～学校公開
７月４日㈯９：３０～１２：１５／同校（八王子市）
小・中学部、高等部の授業参観な

ど／同校（福
田緯０４２－６４６－８１２０）
★西野博之氏講演会～子ども時代の失敗は可
能性の宝箱
７月４日㈯１０：００～１２：００／仲田の森蚕糸公園
／子どもへのまなざし（緯０５０－３７２１－１９７３※
月曜～木曜日１３：００～１７：００）
★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの
講演会～高次脳機能障害者が地域で生き生き
と！
７月５日㈰１３：３０～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館／高次脳機能障害者に対する「調布ドリ
ーム」の回復支援の実際／７０人／同会（緯０８０
－８４２６－８６３５）
★丘陵地レンジャーと歩く長沼公園
７月１８日㈯９：３０長沼駅集合、１２：００解散／２０
人／５０円／申込方法など詳細は問い合わせを
／７月１０日㈮までに都立桜ヶ丘公園（緯０４２－
３７５－１２４０）へ
★映画「日本と原発」上映
７月１０日㈮１０：００～１２：１５と１９：００～２１：１５／ひ
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★るんびにから
葛女性のためのやさしい漢方講座～夏のケア
の漢方薬①…６月１６日㈫１３：３０～１４：３０／新町
交流センター／２,０００円（教材費な

ど）葛ママ講
座～美肌、冷えむくみのスキンケアお灸…６
月２４日㈬１３：３０～１４：４５／かなざわ助産院（多
摩平）／女性対象／３,５００円（材料費な

ど）／い
ずれも佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★大正琴無料講習
６月１７日㈬・２４日㈬…多摩平の森ふれあい館、
６月２０日㈯・２７日㈯…生活・保健センター、
６月２６日㈮、７月１０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（緯５８６－７１３２）
★浴衣着付け講習会～１分で結べる簡単でか
わいいフワフワ帯結び教えます
６月１７日㈬・２３日㈫９：００～１２：３０、２０日㈯・
２７日㈯１３：００～１６：３０／市民の森ふれあいホー
ル／先着１５人／１回１,０００円※紐は持ち帰り
可／若尾（緯０８０－５５４７－４２１６）へ申し込み
★初歩のパソコンなんでも相談
６月２２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
★英語おしゃべりクラブ～英語を楽しく学ぶ
方法講習会
６月３０日㈫１０：００～１２：００／生活・保健センタ
ー／１５人／１,０００円／６月２６日㈮までに同ク
ラブ（緯５８２－８６９１）へ
★楊名時八段錦・太極拳
７月２日㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター
／気功八段錦と太極拳／５００円葛多摩太極 鞭 

ベン

 杆 講習会…７月２日㈭１６：００～１７：３０／東京至
ガン

誠館道場（程久保）／棒を持って動く太極拳
／２,０００円※棒の貸し出しあ

り／いずれも西川
（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★太極拳倶楽部・ 槐 ～無料体験会（武術基

えんじゅ

本功・十式太極拳）
７月３日～１７日の毎週金曜日１３：００～１５：００／
平山台健康・市民支援センター／佐藤（緯５９３
－２８６８）へ申し込み
★ダンスサークルカワセミ無料講習会（タン
ゴ・チャチャチャ）
７月の毎週土曜日１０：００～１１：３０／ひの社会教
育センター（多摩平）／多少の経験者対象／
田邉（緯０８０－５８７５－１３１３）へ申し込み

講習・学習講習・学習会会

★資本論第１巻を読む会
６月２６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）
★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
７月５日㈰１３：４５～１６：１５、９日㈭９：４５～１２：
１５※５日は５歳以上の子供参加可／市民の森
ふれあいホール／１,５００円／西村（緯０８０－
１４５５－３２９８）へ申し込み
★植物と暮らす～カレーとナン作り
７月７日㈫１０：００～１３：００／豊田南地区１号公
園内集会施設／１,０００円／持ち帰り用袋持参
／横田（緯０９０－５７６６－５２３４）
 

★ママと一緒に楽しく遊ぼう！
６月１７日㈬・２４日㈬①１０：３０～１１：２０②１１：３０～
１２：２０／七ツ塚ファーマーズセンター／体操、
ベビーマッサージな

ど／①未就園児と保護者②
乳児と保護者対象／３Ｂ体操（野口緯０８０－
６５３８－６０９１）へ申し込み
★健康チェックを受けてみませんか！
６月１９日㈮１３：３０～１５：３０／多摩平の森ユリの
木集会場※直接会場へ／骨密度・体脂肪率測
定、管理栄養士の講話／三多摩健康友の会日
野支部（桐本緯５８３－６９５３）
★日野の自然を守る会から
葛中央線沿線ウオッチング～立川駅・根川緑
道…６月２０日㈯９：００多摩都市モノレール立
川南駅改札口または９：１５同柴崎体育館駅改
札口集合、１２：００解散※雨天中止／飲み物、筆
記用具など持参／２００円／山本（緯０４２－６２１－
０９３４※１８：００以降）葛植物・昆虫ウオッチング
～初夏の小野路（町田市）…６月２１日㈰９：１５
多摩センター駅バス１１番乗り場集合、１５：３０
解散※雨天中止／昼食、飲み物、筆記用具な
ど持参／３００円※小・中学生１００円／関根（緯
５４６－２５６８）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科
６月２０日㈯１０：３０～１７：００／曙第一ビル（立川
駅北口）※直接会場へ／２,２００円／尾崎（緯０９０
－５９９９－１０３３）
★相続、生前贈与、遺言、遺産分割協議など
暮らしの無料相談会
６月２１日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
／１人３０分葛同電話相談会…６月１５日㈪～２８
日㈰１３：００～２０：００／いずれも行政書士・望月
（緯０７０－５４６７－２７５７）へ申し込み
★仲田の森蚕糸公園お花いっぱいプロジェク
ト～一緒にお花を植えます
６月２１日㈰１０：００～１４：００※雨天の場合は６月
２８日㈰／同公園／１００円／長靴、軍手、昼食な
ど持参／佐伯（緯０９０－３５４６－７１１７）
★ベーゴマの日
６月２１日㈰１３：００から／日野宿交流館※直接
会場へ／貸しベーゴマ・初心者指導あ

り／ひの
ベーゴマクラブ（緯０８０－５４７０－８９４４夜間）

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日
８月１日号…７月１日（水）
８月１５日号…７月１５日（水）
９月１日号…８月３日（月）
９月１５日号…８月１７日（月）


