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★不登校を考える親と子の会　５月３１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）
★なんとかならない産後のこと、夫婦で考え
てみよう！　６月７日㈰１３：００～１５：００／市民
の森ふれあいホール／妊産婦夫婦対象／３０人
／５００円※保育あり（５００円）／子どもへのま
なざし（緯０５０－３７２１－１９７３※月曜～木曜日
１３：００～１７：００）へ申し込み
★さいたま市の差別をなくす条例はこうでき
た　６月１３日㈯１４：００～１６：３０／多摩平の森ふ
れあい館／制定に関わった方の話／７０人／自
立生活センター・日野（藤田緯５９４－７４０１）
★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　６月１８日～８月２９
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／６月１１
日㈭までに同センター（緯０４２－５２３－３５５２）
へ
★日野第二保育園～保育士、栄養士、正職員
および産・育休代替職員募集　詳細は問い合
わせを／同園（緯５８１－３７８８※平日９：００～１６：
００）
★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）
★デイサービス介護職員募集　月曜～土曜日
８：３０～１７：３０シフト制勤務※応相談／リハビ
リセンターしんめい（神明）／詳細は問い合
わせを／同施設（緯５８９－５５６１）
★ひの社会教育センターから　葛映画～みん
なのアムステルダム国立美術館へ…５月２３日
㈯１１：００、１４：００、１９：００／イオンモール多摩平
の森／１５００円※前売り、学生・障害者割引あ
り葛一汁二菜のバランス食子どもクッキング
…２３日㈯葛大人のドラム部…２６日㈫葛大人の
ギター部…２９日㈮／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）
 

★ローズガーデンの公開　５月１５日㈮～２９日
㈮１１：００～１６：００／会員宅（多摩平）／板谷
（緯５８７－６８０５）
★栄光保育園～ワイワイフェスティバル　５
月１６日㈯１０：３０～１３：３０／同園（平山）※直接
会場へ／模擬店など／同園（緯５９３－１５３８）
★朗読集団プネウマ朗読会　５月１６日㈯～１８
日㈪１３：３０から／パルテノン多摩（多摩市）※
直接会場へ／青葉の宿な

ど／各日９０人／各日
５００円／同会（竹内緯５９２－６４３１）
★日野四季の会ダンスパーティー　５月１７日
㈰１３：００から／新町交流センター／５００円※飲
み物付き／川畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
★唄の会　５月１７日㈰・２４日㈰・３１日㈰１３：３０
から／七生福祉センター／荒城の月な

ど／金子
（緯５９２－３８６２）
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★マリーゴールド～英語で歌おう！　５月１８
日㈪・２５日㈪１３：３０から…市民の森ふれあいホ
ール、２９日㈮１０：１５から…七生台地区センタ
ー／英語・楽譜が苦手でも可、脳トレに※体
験無料／高橋（緯５９１－８６６８）
★福永由美子作品展　５月１９日㈫～２４日㈰
１０：００～１８：００／クレア・ホーム＆ガーデン（日
野本町）／同施設（緯５８２－１３１３）
★元気な音楽の広場　５月２１日㈭１３：３０から
／七生福祉センター※直接会場へ／季節の
歌、軽い体操な

ど／おおむね６０歳以上対象／５００
円／運動靴持参／櫻井（緯０９０－８０１０－２９００）
★懐かしい唄・歌おう会　５月２２日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、６月
５日㈮…小規模多機能ホームさかえまち／
１０：３０～１１：５０／いずれも６５歳以上対象／１回
５００円／音楽療法士・小原（緯５９３－０５７３）
★スプリング５周年記念ダンスパーティー　
５月２３日㈯１３：３０から／新町交流センター／
元アマチュアラテン優勝者デモあ

り／１,２００円
※前売り１,０００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★うたごえ・まある～なつかしい歌を歌いま
しょう　５月２４日㈰１３：００～１６：００／ゆのした
市民交流センター※直接会場へ／４０人／６００
円／江上（緯０９０－５５６４－９８１８）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　５月２４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）
★杉野幼稚園いっしょに体操をしましょう！
５月２６日㈫９：４５～１１：００／同園（百草）※直
接会場へ／上履き持参／同園（緯５９１－３５１５）
★歌で楽しむ元気会　５月２７日㈬１０：３０～１１：
３０／七生福祉センター※直接会場へ／季節の
童謡な

ど／５００円／小川（緯５９２－６５１０）
★英語の歌とお話～はらぺこあおむしで遊ぼ
う！　５月２７日㈬、６月３㈬①１４：００から②
１５：３０から／ひの社会教育センター（多摩平）
／①０～３歳児対象②幼児対象／１回１組
５００円※英語の歌ＣＤ付き／永山（緯５８１－
１９２０）へ申し込み
★ひよこハウス多摩平のお友達と一緒に遊び
ませんか　５月２８日㈭１０：００～１０：４５※雨天の
場合は２９日㈮／多摩平第七公園※直接会場へ
／紙芝居な

ど／近隣の親子対象／同園（緯５８２－
８８６１）
★サクラダンスパーティー　５月３０日㈯１３：
３０から／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　５月３０日㈯１４：００から／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（緯０９０
－９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★ソーシャル睦会ダンスパーティー　５月３１
日㈰１３：３０から／新町交流センター／５００円／
佐藤（緯０８０－５１９９－５４３６）
★わくわく大人おはなし会～昔話を聞く　５
月３１日㈰１４：００から／高幡図書館※直接会場
へ／日野おはなしの会（田島緯５８３－０８９６）

★ビートルズサークルＪＯＨＮ～ビートルズ
を聞きながらお話　５月３１日㈰１８：００から／
万願寺交流センター／２０人／小池（緯０８０－
５００５－４４９４）へ申し込み
★カナリアの会～童謡、季節の歌を一緒に歌
いましょう　６月３日㈬１０：３０～１１：４０／七生
福祉センター※直接会場へ／５００円※指導あ

り

／古沢（緯５９２－０２０３）
★スロー＆クイック～社交ダンス体験レッス
ン　６月３日㈬・１０日㈬・１７日㈬１９：００から／
ひの社会教育センター（多摩平）※直接会場
へ／タンゴ、チャチャチャ／元Ａ級プロ指導
あ
り／大久保（緯０８０－８８７０－６７７２）
★オペラシアターこんにゃく座公演～ロはロ
ボットのロ　６月６日㈯１４：００から／たまし
んRISURUホール（立川市）／３,０００円※３～
１７歳１,５００円、前売り２,５００円／日野子ども劇
場（緯５８３－８２２６）
 

★さくらんぼ絵画展　５月１９日㈫～２４日㈰
１０：００～１７：００※２４日は１５：００まで／とよだ市
民ギャラリー／油彩・水彩・混合／川原田
（緯５９２－５５５０）
★２０１５ひの社会教育センター絵画教室アート
スペースグループ展　５月２６日㈫～３１日㈰
１０：００～１７：００※３１日は１６：００まで／とよだ市
民ギャラリー／同センター（緯５８２－３１３６）
★Photo自然のいとなみ写真展　６月２日㈫
～７日㈰１０：００～１７：００※７日は１６：００まで／
とよだ市民ギャラリー／増山（緯５８２－４１３９）
★楽遊クラブ絵画展　６月２日㈫～２７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）
★童謡と唱歌のフェスティバル　６月７日㈰
１３：３０から／ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ／同フェスティバル実行委員会（田
中緯５８１－２２６１）
★オカリーナ奏者・大沢聡コンサート　６月
７日㈰１６：００から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／１２：００から門下生の演奏あり／２,０００円
／吉元（緯５８６－２９５３）へ申し込み
★立川市吹奏楽団定期演奏会　６月２０日㈯
１８：３０から／たましんRISURUホール（立川
市）／ムソルグスキー「展覧会の絵」など／
藤田（緯０４２－５２２－９０２６）
 

★ソフトテニス日野市選手権大会　６月１４日
㈰９：００～１７：００※予備日２１日㈰／旭が丘中央
公園／男子一部・二部・壮年、女子一部・二
部／１ペア２,０００円／６月７日㈰までに西沢
（緯５８２－２８３０夜間）へ
★ソフトテニス講習会　６月２０日㈯１３：００～
１７：００／多摩平第一公園／３００円／西沢（緯５８２
－２８３０夜間）
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★俳句・七生の会　５月２０日㈬１３：００～１６：００
／七生公会堂／初心者歓迎※指導あ

り／同会
（益本緯５９１－１２６２）へ申し込み
★５０歳からの健康づくり　５月２１日㈭・２８日
㈭１３：４５～１５：３０／南平駅西交流センター／成
人女性対象／神崎（緯５９１－３４４６）へ申し込み
★おもいっきり遊ぼう！３Ｂジュニア体操　
５月２２日㈮１５：５０～１６：５０／生活・保健センタ
ー／幼稚園～小学校低学年対象／桑原（緯０９０
－３５１２－１５４０）へ申し込み
★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　５月２３日㈯１３：３０～
１６：００／福祉支援センター／同会（緯０８０－
１２３８－５９６０）へ
★都立七生特別支援学校　葛運動会…５月２３
日㈯９：４０～１４：４５葛学校公開…６月９日㈫
９：００～１２：００／同校（程久保）／小・中学
（普通・重度・重複学級など）・高等部／個別
相談希望者は要申込み／同校（緯５９１－１０９５）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・茶話会　５月２４日㈰１３：３０～１６：３０／
平山台健康・市民支援センター／５００円／同会
（宮崎緯０８０－５４５４－２３７６）
★定年青春塾～日々のニュースについて気軽
におしゃべり　５月２６日～８月２５日の第２・
第４火曜日９：３０～１２：３０／社会教育協会ゆう
りか（多摩平）／１０人／１回５４０円／同会（緯
５８６－６２２１）へ申し込み
★ワイルドホットドッグパーティー　５月２８
日㈭・２９日㈮１０：００から※雨天中止／さんぽっ
ぽひろば（三中隣）／幼児と保護者対象／１
人１００円／５月２２日㈮までに日野どんぐりの
丘幼児教室（緯５９２－４７６１）へ申し込み
★ふれあいの森・ゆるやかな夜の茶話会～コ
ーヒー片手に語りませんか　５月２９日㈮１９：
００～２０：３０／市民の森ふれあいホール／ワン
ドリンク制／西畑（緯０８０－３５５１－９９０３月曜・
水曜・金曜日１６：００～１８：００）へ申し込み
★たかはた北保育園から　葛ふれあいまつり
…５月３０日㈯９：３０から※直接会場へ／親子
対象葛保育体験（要予約）…６月３日㈬１０：００
から／初産妊婦～６カ月児のいる産婦対象／
３人葛正看護師（病後児担当）、非常勤保育士
（有資格者）募集…詳細は問い合わせを／い
ずれも同園（緯５９１－５００３平日９：００～１６：００）
★日野自動車グリーンファンド探鳥会　５月
３０日㈯１０：００～１２：３０※小雨実施／鳥と緑の日
野センター（南平）／３０人／５月２５日㈪まで
に同ファンド（緯５８６－５３６９）へ
★ちびっこひろばに遊びに来ませんか　５月
３１日㈰１０：００から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／親子遊び、人形劇団プーク人形劇／小
学校低学年以下と保護者／日野市職員組合
（緯５８４－２７３４）
★日野の自然を守る会～身近なハイキング・
横沢入　５月３１日㈰８：２０立川駅２番線中央
付近集合、１６：００解散※雨天中止／弁当、飲み
物、筆記具持参／３００円※小・中学生１００円／
同会（山本緯０４２－６２１－０９３４※１９：００以降）
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★るんびにから　葛女性と子供のための東洋
医学～カラダのバランスをみるストレスのセ
ルフケア…５月１７日㈰１３：３０から／新町交流
センター／１,５００円葛女性のためのやさしい
漢方講座…５月１８日㈪１３：３０から／新町交流
センター／２,０００円葛妊婦さんのためのお灸
セルフケア…５月２７日㈬１３：３０から／かなざ
わ助産院（多摩平）／妊婦対象／３,５００円／い
ずれも佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★琴中高年無料体験講座　５月１９日～６月９
日の毎週火曜日１０：００からと１３：００から／三沢
東地区センター／初心者、中級者対象※楽器
なし可／森（緯５９２－５１５７）へ申し込み
★やさしい日本舞踊で和服も着られる中高年
無料体験講座　５月２０日～６月１０日の毎週水
曜日１３：００～１５：００／落川都営住宅地区センタ
ー／練習・春雨／藤間（緯５９２－５１５７）
★下半身の不調改善講座体験会　５月２０日㈬
１０：００から、２７日㈬１４：３０から／東部会館／４
人／１,０００円※指導あ

り／原（緯０９０－４２２２－
５３６２）へ申し込み
★楊名時八段錦・太極拳　５月２１日㈭、６月
４日㈭１３：３０から／至誠館道場（程久保）／気
功八段錦と太極拳／５００円／西川（緯０９０－
６７９６－２１７８）へ申し込み
★華の会ゆかた、きもの着付け講習会　５月
２１日㈭、６月３日㈬１４：００から／新町交流セ
ンター／各回１０人／１,０００円／松本（緯５８６－
３６７５）へ申し込み
★資本論第１巻を読む会　５月２２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）
★若返り、脳トレに最適～超簡単小型ハープ
無料体験　５月２４日㈰１３：００から／万願寺交
流センター／初心者対象／６人／指導、貸し
ハープあ

り／日野ハープの会（緯０９０－６０５３－
２９５９）
★心と体のセミナー～６０歳から準備したいこ
と②　５月２４日㈰１３：３０から／新町交流セン
ター／２０人／１,０００円※無料相談あ

り／癒しの
いおり楽楽庵（鮫島緯５８５－６５５２）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　５月２８日㈭１０：００から／生活・保
健センター／初歩から海外旅行・文化交流、

講習・学習講習・学習会会

東京オリンピックに役立つ実践英語／１５人／
１,０００円／同クラブ（緯５８２－８６９１）
★はじめてのマイムービー作成、大画面での
上映セミナー　５月３０日㈯９：００からと１３：００
から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／講義、
演習／各回４人／５００円／小林（緯０８０－９５３３
－２６０４）へ申し込み
★多摩太極 鞭  杆 講習会　６月４日㈭１６：００か

ベン ガン

ら／至誠館道場（程久保）／棒を持って動く
太極拳／２,０００円／西川（緯０９０－６７９６－２１７８）
へ申し込み
 

★相続、生前贈与、遺言、遺産分割協議など
暮らしの無料電話相談会　５月１５日㈮～１７日
㈰１３：００～２０：００葛同無料相談会…１７日㈰・２４
日㈰９：００～１２：００／新町交流センター／１人
３０分／いずれも行政書士・望月（緯０７０－５４６７
－２７５７）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　５月１６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）
★向島用水まちあるきと水車による精米の見
学　５月１６日㈯１０：００京王線高幡不動駅改札
前集合、１３：００解散※直接集合場所へ。小雨
実施／１００円／日野の水車活用プロジェクト
（多田緯０９０－２９０４－６１４０）
★簡単！楽しい！筋力upとストレッチ体操
始めませんか　５月１８日㈪・２５日㈪…落川都
営住宅地区センター、２０日㈬・２７日㈬…万願
荘地区センター、２１日㈭・２８日㈭…勤労・青
年会館／１０：００から／おおむね５０～７０歳代対
象葛ママのための代謝up＆ストレッチ…２２
日㈮・２９日㈮１０：００から／新井地区センター葛
親子リトミック…２２日㈮・２９日㈮１１：１５から／
新井地区センター／未就園児と母親対象／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　葛暮らし、共同
墓地、遺言・相続など何でも相談会…５月１９
日㈫・２６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…２３日
㈯１０：００から／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）へ申し込み
★産後の骨盤矯正＆引き締めエクササイズ　
５月１９日㈫・２６日㈫１０：００から／生活・保健セ
ンター／母親対象※お子さま連れ可／飲み
物、上履き、タオル持参／山科（緯０９０－５７８４
－６５５８）
★地域交流ふれあいサロンひだまり～体操・
脳トレ、お茶を飲みながらのんびりしません
か　５月２０日㈬１０：００～１４：３０／下田地区セン
ター／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★ママと一緒に楽しく遊ぼう！　５月２０日㈬
①１０：３０から②１１：３０から／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②２カ月児以上と保護者対
象／３B体操（野口緯０８０－６５３８－６０９１）へ申

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日
７月１日号…６月１日（月）
７月１５日号…６月１５日（月）
８月１日号…７月１日（水）
８月１５日号…７月１５日（水）


