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玉で生きる私の夢の育て方…３月１日㈰１４：
００から／七生公会堂／１,０００円※割引制度あ

り

／いずれも同協会（緯５８６－６２２１）へ申し込み
★たかはた北保育園～パン作り体験
２月１０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）
★日野の自然を守る会～より鳥みどり観察会
（七生公園）
２月１１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、双眼鏡
など持参／３００円※小・中学生１００円／同会（村
岡緯５９１－８４４１）
★島田療育センター公開シンポジウム「自分
を好きになろう～これからの学習の場と発達
障害」
２月１１日㈷１３：００～１６：１０／ベルブ永山（多摩
市）／先着１５０人／１,０００円※割引制度あ

り／申
込方法など詳細は同センター 参照／同セン
ター地域連携情報室（斉藤緯０４２－３７４－２１０１）
★日野精神障害者家族会・家族相談
２月１２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）
★日野弦楽アンサンブル無料体験会
２月１５日㈰１７：００～１９：３０／多摩平の森ユリの
木集会所／バイオリン、ビオラ、チェロのア
ンサンブル／指導あ

り／楽器を用意できる方対
象※ビオラ、チェロ歓迎／橋本（緯０５０－５８３２
－８６６２）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
２月１５日㈰１３：３０～１７：００／愛隣舎ホール（多
摩平）／１００円／ボランティアグループこすも
す（緯５８９－４３９９）
★親子で観よう！日本の伝統芸能「荒馬座～
みんなのおまつりひろば」
２月１５日㈰１３：１５から／七生公会堂／３００人／
親子券２,５００円、大人１,８００円、子供１,０００円※
２歳以下無料／子どもへのまなざし（緯０５０－
３７２１－１９７３※月曜～木曜日１３：００～１７：００）
★お口の健康で元気に～市立病院歯科医師・
笠崎真吾氏講演会
２月１６日㈪１４：００～１５：３０／市立病院※直接会
場へ／歯科衛生士の講演あ

り／日野市立病院を
応援する市民の会（小林緯０９０－９３８６－５３０３）
★高次脳機能障害者と家族の会～かしのきひ
の
２月１８日㈬１０：００から／中央福祉センター／
情報交換、悩みの共有な

ど／本人、家族など対
象／同会（緯０８０－８４２６－８６３５）
★食のセミナー～忙しく働く私のための簡単
ヘルシーご飯
２月１８日㈬１９：００～２１：００／勤労・青年会館／
１,０００円／中村（緯０８０－５６９２－８３６７）
★山谷修作東洋大学教授講演会「焼却・埋立
ゼロに向けたごみ減量の取り組み」
２月２１日㈯１３：３０～１６：００／市役所５階５０５会
議室※直接会場へ／３００円（資料代）／ひの・
まちの生ごみを考える会（小野寺緯５８４－
３６７５）

　
HP

★就学一年前（５歳期）での発達検査と指導
の説明会
２月２１日㈯１３：００から／子育てひろば「あかい
やね」（程久保）※直接会場へ／市内在住・在
園の年中児の保護者と幼児教育・保育関係者
対象／ことばのいずみ教室（緯０７０－５５９６－
１３０７）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会
２月２２日㈰１３：３０～１６：３０／平山台健康・市民
支援センター／５００円※会員１００円／同会（宮
崎緯０８０－５４５４－２３７６）
★東京公証人会～電話無料公証相談
２月２８日㈯９：３０～１６：３０※１２：００～１３：００を除
く／遺言、任意後見、離婚に伴う養育費など
の公正証書作成に関する事柄全般／専用電話
番号緯０３－３５０２－８２３９／同会（緯０３－３５０２－
８０５０）
★あるく・自律を目指す会放課後等デイサー
ビス「つきのおあしす」～保育士（有資格者）・
指導員募集
３月１日㈰からの月曜～金曜日１３：３０～１８：３０
／同会（百草）／障害児の放課後支援／詳細
は問い合わせを／同会（杉山緯５０６－５２６５）
★ひの社会教育センターから
葛男性のための健康体操…２月３日㈫・１０日
㈫・１７日㈫葛介護予防実践運動指導員養成講
座…２月７日㈯～２８日㈯※全６回葛わくわく
１泊スキー…２月１４日㈯・１５日㈰／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）
 

★うたごえinひのから
葛ナツメロカラオケをみんなで一緒に歌う会
…２月１日㈰１２：３０～１７：３０／ラソンブル（多
摩平）／２,０００円葛昭和歌謡をみんなで一緒に
歌う会…２月２１日㈯１０：００～１２：３０／勤労・青
年会館／４００円葛懐かしの歌声喫茶…２月２１
日㈯１３：３０～１６：３０／勤労・青年会館／８００円／
いずれも前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★たまダンスサークルから～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

★日野市俳句連盟新春俳句大会
２月７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）
★ひのボールルームダンス協会・土曜会～サ
タデーナイトダンスパーティー
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）
★唄の会
２月８日㈰・１５日㈰１３：３０～１６：００／七生福祉
センター／白い花の咲く頃、支那の夜、長崎
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もよおもよおしし

物語／金子（緯５９２－３８６２）
★杉野幼稚園～親子で遊ぼう！
２月１０日㈫９：４５～１１：００※雨天中止／同園
（百草）※直接会場へ／簡単製作、手遊びな

ど

／同園（緯５９１－３５１５）
★カナリアの会～童謡、季節の歌を一緒に歌
いましょう
２月１０日㈫１３：３０から／七生福祉センター※
直接会場へ／５００円※指導あ

り／古沢（緯５９２－
０２０３）
★日野四季の会～ダンスパーティー
２月１１日㈷１３：００～１６：００／新町交流センター
／５００円※飲み物付き／川畑（緯０７０－６６４４－
２７２９）
★村上先生と楽しく歌う会
２月１４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）
★サクラダンスパーティー
２月１４日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★元気な音楽の広場
２月２４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歳以上の方対象／５００円※指導あ

り／履物
持参／櫻井（緯０９０－８０１０－２９００）
★朗読の会・蘭陀夢～発表会
２月２８日㈯１４：００から／多摩平の森ふれあい
館／演目…Ｅメール、月夜のみみずくな

ど／古
木（緯５９４－２１１８※１９：００～２２：００）
 

★手さぐりの作品展～生きるあかしわたした
ちのくらしPart２
２月１９日㈭～２４日㈫１０：００～１９：００※２３日は休
館、２４日は１６：００まで／とよだ市民ギャラリ
ー／視覚障害者の方々の作品展／光の家新生
園（南場緯５８１－２３４０）
★３人展（深井英五、高尾正子、大空智明）
２月２４日㈫～３月１日㈰１０：００～１７：００※２４日
は１３：００から、１日は１６：００まで／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／絵画、写真紀行な

ど／夏井
（緯５８５－１５３８）
 

★ゴルフ入門講座
２月２３日～３月２８日の毎週月曜・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
★日野市ミニテニス協会～初・中級講習会
３月１日㈰９：００～１２：００／南平体育館／初心
者歓迎／５００円／２月１５日㈰までに同協会（大
見緯５８６－７９１９）へ

美術・音美術・音楽楽
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★東京光の家点字教室～点字であそぼう！
２月２１日㈯１３：３０～１６：００／東京光の家（旭
が丘）／２０人／同施設（緯５８１－２３４０）へ申し
込み
★国際クッキング～ファエゼさんに習うイラ
ンの家庭料理をご一緒に
２月２８日㈯１０：００～１３：００／中央公民館／２０人
／８００円／日野国際友好クラブ（石川緯５８３－
８６３４※１８：００以降）へ申し込み
★保育園現場からのアドバイス～赤ちゃんど
うして泣くの
４月２１日㈫から隔月１回１０：００～１１：００※全６
回／至誠いしだ保育園（万願寺）／出産前後の
保護者在宅支援活動／同園（高橋緯０７０－６５６４
－９６６５※月曜日１０：００～１４：００）へ申し込み
 

★食・農無料セミナー～現代人はミネラル不
足？！
２月１日㈰１３：３０～１６：３０／七ツ塚ファーマー
ズセンター／講師・則久郁代（篠原記念病院
管理栄養士）／市民による都市農業研究会（佐
藤緯０８０－８８９１－４９３０）
★日野生活と健康を守る会
葛都営住宅入居申込み、暮らし、共同墓地、
遺言・相続など何でも相談会…２月３日㈫・
１０日㈫１３：００から…ゆのした市民交流センタ
ー（日野本町）、７日㈯１４：００から…平山 季  重 

すえ しげ

ふれあい館、８日㈰１４：００から…多摩平の森
ふれあい館／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）へ申
し込み葛小・中学生、高校生の勉強会…２月
の毎週木曜日…ゆのした市民交流センター
（日野本町）、毎週水曜日…コミュニティハ
ウスアウル（豊田）／１７：００から／７００円※保
護者は要入会／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）へ
申し込み
★赤ちゃんがいてもできるママのためのスト
レッチ＆筋力up
２月６日㈮・１３日㈮１０：００から…新井地区セン
ター葛親子で楽しくリトミック…２月６日
㈮・１３日㈮１１：１５～１２：００…新井地区センター
葛ミセス体操～体力upで風邪予防…２月４
日㈬…万願荘地区センター、２日㈪・９日㈪
…落川都営住宅地区センター／１０：００～１１：３０
／いずれも倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）へ申し
込み
★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１３：００～１６：００／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５９３－４３０５）
★癒やしのパステル画を描く会
２月８日㈰１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあ
い館／荒川（緯０８０－６６４３－６９５２）
★社会教育協会から
葛短歌鑑賞～玉城徹のことばの世界…２月８
日㈰、３月８日㈰１４：００～１５：３０／同協会（多
摩平）／１,０８０円※資料代別途葛講演会～けん

ごあんなごあんないい
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★中・高年の健康に老化防止に日本の踊りで
「奴さん」無料体験講習会
２月の毎週月曜日１３：００～１５：００／落川都営住
宅地区センター／藤間（緯５９２－５１５７）
★アメリカ人の先生の英語サークル・１カ月
無料レッスン
２月の月曜、火曜、水曜、金曜日のいずれか
※年齢により日時が異なる／多摩平の森ふれ
あい館な

ど／１歳～高校生対象／保谷（緯５８７－
７９８１）へ申し込み
★着付け講習会
２月３日㈫、３月３日㈫１４：００～１６：００／新町
交流センター／１０人／１回１,０００円／着物一
式持参／華の会（松本緯５８６－３６７５）
★かんきつ類のアロマとハーブ料理
２月４日㈬、３月４日㈬１０：３０から／会員宅
（多摩平）／アロマで健康を学びランチを楽
しむ／１回３,５００円／ 冨  本 （緯５８１－４４６８）へ

とみ もと

申し込み
★大正琴無料講習会
２月４日㈬・１８日㈬…多摩平の森ふれあい館、
７日㈯・１４日㈯…生活・保健センター／１５：００
～１６：３０／貸し琴あ

り／飛田（緯５８６－７１３２）
★るんびにから
葛ママ講座「ママと子供の東洋医学、セルフ
ケア講座」・冬の終わりの過ごし方・咳、風邪
のセルフケア…２月４日㈬１３：３０～１４：４５／
３,０００円（材料費な

ど）葛ママ講座「肩こりと冷
えのお灸ケア」…２月１８日㈬１３：３０～１４：４５／
３,５００円（材料費な

ど）／いずれもかなざわ助産
院（多摩平）／佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
２月の毎週木曜日午前…新町交流センターな
ど、毎週火曜日午前…落川地区センターな
ど、毎週月曜日午前…平山 季  重 ふれあい館な

ど

すえ しげ

／初・中級対象／５００円／高岡（緯５８１－７９２７）
へ申し込み
★かぎ針でふわふわ毛糸のシュシュ作り
２月７日㈯１０：３０～１２：００／小学３年生以上対
象※初心者可／５人／５００円葛モチーフたく
さんのピンコサージュ作り…２月７日㈯１３：
３０～１５：００／小学３年生以上で縫い針が使え
る方対象／５人／５００円／いずれもギャラリ
ージュクール（日野本町）／岩崎（緯０７０－１３３９

講習・学習講習・学習会会
－７２５６）へ申し込み
★日野マジッククラブ～手品を始めてみませ
んか
２月７日㈯・１８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
★はっぴーらいふ・写真講座～楽しみながら
体験しよう
２月７日㈯１４：００～１６：００／コミュニティハウ
スアウル（豊田）／１０人／３００円※飲み物付き
／同施設（緯５１４－９８４９※月曜～木曜日１０：００
～１５：００）へ申し込み
★中・高年のストレス解消、生きがい作り「八
木節太鼓」無料体験講習会
２～３月の第１・第２土曜日１５：００～１７：００／
落川都営住宅地区センター／１回４人／石坂
（緯５９２－５１５７）へ申し込み
★子供邦楽（琴、三味線）無料体験講習会
２月８日～３月２９日の毎週日曜日１０：００～１２：
００／落川都営住宅地区センター／幼稚園児～
高校生対象／森（緯５９２－５１５７）へ申し込み
★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
２月８日㈰・１７日㈫・２６日㈭９：４５～１２：１５※
８日は親子で参加可／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
★日野市美術連盟絵画講習会～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／用
具、昼食など持参／林（緯５９２－８３３６）
★整体師が教えるお手軽セルフケア
２月１２日㈭・１９日㈭・２６日㈭１８：００～２０：００／
多摩平の森ふれあい館／３分でできる体操／
８人／１回１,０００円／堤（緯０７０－６６６６－１４７３）
★市民による社会・経済研究会から
２月１４日㈯…デフレ下の金融政策、２８日㈯…
金融政策の波及過程／１４：００～１６：００／ひの煉
瓦ホール（市民会館）／１,０００円／増田（緯５８５
－１５８５）
★日野市医師会市民公開講座
２月１４日㈯１３：５０～１６：００／ひの煉瓦ホール
（市民会館）※直接会場へ／糖尿病性腎症か
ら体を守る、iPS細胞がもたらす再生医療へ
の期待と現状／２００人／日野市医師会（緯５８４
－０６６７）

　原稿は郵送、持参、または市ホームペ
ージから電子申請で受け付け／政治・宗
教・営利に関するものは掲載不可／問い
合わせは各文末の代表者へ。市は関与し
ていません／特に記載のないものは原則
無料／掲載後に苦情があったものは、今
後の掲載を見合わせていただきます／掲
載された記事は、市ホームページで広報
ひのＰＤＦ版・テキスト版にも掲載され
ます

投稿のページ

３月１５日号…２月１０日（火）
４月１日号…２月２７日（金）
４月１５日号…３月１３日（金）
５月１日号…４月１日（水）
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