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館／相続・遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４
－５２０８）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
１月３１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）
★日野弦楽アンサンブル無料体験会
２月１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
★日野市保育まつり「子育てしやすいまち日
野」～つくろう！地域と共に子育ての輪
２月７日㈯１２：３０～１６：００／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／園児の演技、作品展示な

ど／日
野市社会福祉法人立保育園連合会（吹上保育
園緯５８３－７６４８）
★光琳をたずねて～紅白梅図屏風・燕子花図
屏風
２月２１日㈯／ＭＯＡ美術館（熱海市）／先着
２７人／３,５００円（バス代）／集合時間・場所な
ど詳細は問い合わせを／１月３１日㈯までに内
堀（緯０９０－３０９４－４９３３）へ
★丘陵地レンジャーと歩く平山城址公園
２月２１日㈯１０：００平山城址公園駅前集合／２０
人／５０円／申込方法など詳細は問い合わせを
／２月８日㈰までに桜ヶ丘公園（緯０４２－３７５
－１２４０）へ
★劇団空飛ぶひつじ～ワークショップ参加者
募集
２月２８日㈯、３月１日㈰／高尾の森わくわく
ビレッジ（八王子市）／小学３年生以上対象
／８,０００円※劇団公演出演者１４,０００円／詳細は
問い合わせを／同劇団（川崎緯０９０－１８４７－
７６１３）
★BeすけっとCook調理、配達、食堂スタッ
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
葛津軽三味線はじめてコース…１月２９日㈭、
２月５日㈭葛介護予防運動インストラクター
認定講座…１月１７日㈯～２月２８日㈯葛介護予
防実践運動指導員養成講座…２月７日㈯～２８
日㈯葛日帰りスキー参加者募集／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・まある
１月２５日㈰１３：００～１６：００／ゆのした市民交流
センター（日野本町）※直接会場へ／歌声喫
茶／５０人／６００円※指導あ

り／江上（緯０９０－
５５６４－９８１８）
★杉野幼稚園から
葛親子で遊ぼう！…１月２１日㈬１４：００～１５：００
／パネルシアター、手遊びな

ど／上履き持参葛

　
HP

もよおもよおしし

園庭開放…１月２８日㈬１３：３０～１５：００※雨天中
止／いずれも同園（百草）※直接会場へ／同
園（緯５９１－３５１５）
★ハーモニーから
葛英語で歌おう（要申込）…１月３１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…１月２１日㈬・２８日㈬１４：００から…サロ
ン・ド・ハーモニー（南平）、１月２４日㈯１０：００か
ら…平山 季  重 ふれあい館、１４：００から…大和田

すえ しげ

地区センター／５００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
１月２３日㈮１３：００～１６：００／新町交流センター
※直接会場へ／５００円※飲み物付き／川畑（緯
０７０－６６４４－２７２９）
★日野市ダンススポーツ連盟新春ダンスパー
ティー
１月２４日㈯１３：３０～１６：１０／市民の森ふれあい
ホール／レディース席、ミキシング、トライ
アルあ

り／１,０００円※前売り８００円／お年玉、景
品、飲み物付き／野村（緯５９２－５１６４）
★わくわくおはなし会
１月２５日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ／昔話を聞く／日野おはな
しの会（田島緯５８３－０８９６）
★歌で楽しむ元気会
１月２８日㈬１０：３０～１１：３０／三沢地区センター
／季節の歌な

ど／おおむね６０歳以上対象／５００
円※指導あ

り／小川（緯５９２－６５１０）
★サクラダンスパーティー
１月３１日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★えいこう未来っ子まつり
１月３１日㈯１０：４５～１２：３０／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／子供の演技、親子お楽しみイ
ベント／栄光保育園（雨宮緯５９３－１５３８）
 

★オペラ合唱を楽しみましょう！
１月２５日㈰１５：００から／いちょうホール（八王
子市）／マスカーニ作曲カヴァレリア・ルステ
ィカーナな

ど／Ｓ席３,５００円など／オペラ合唱
を楽しむ会（宇賀神緯０９０－６０３８－２７０８）
★花美会展かしの木学級絵手紙ＯＢ会～仲間
と楽しみ心を癒やすアート・いろいろ展
１月２７日㈫～２月１日㈰１０：００～１６：００※１日
は１５：００まで／とよだ市民ギャラリー／吉光
（緯５８３－６６５１）
★新春コンサート
１月３１日㈯１５：００から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／独唱、合唱、ピアノ連
弾な

ど／小松（緯５８６－１７９４）
★ファミリーコンサートinひの
２月８日㈰１３：３０から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／楽器紹介「森の音楽隊」、
音楽物語「ガリバー旅行記」など／森（緯０４２
－６４８－７３４６）

美術・音美術・音楽楽

 

★日野市軟式野球連盟から
葛春季大会連盟登録受付…１月３１日㈯、２月
１日㈰９：００～１５：００／多摩川グラウンド管理
棟葛キャプテン会議…２月２８日㈯１８：３０から
／ひの煉瓦ホール（市民会館）葛審判員募集
…男女・年齢不問※チームに所属の方も歓迎
／いずれも同連盟（緯０８０－２０３８－３４９３）
★日野市ソフトテニス連盟～講習会
２月３日㈫１０：００～１４：００／旭が丘中央公園／
初心者歓迎／５００円／同連盟（西沢緯５８２－
２８３０※夜間）
★日野市バドミントン連盟～親睦ミックス大
会
２月８日㈰９：００から／南平体育館／市内在
住、在勤、在学者対象／２,０００円※連盟登録者
１,５００円／１月２４日㈯までに大塚（緯０９０－
１７９２－１２２９）へ
 

★ソフトエアロビクス＆ストレッチ～日野ト
レーニングクラブ
毎週木曜日１４：１５～１５：１５／南平体育館など／
入会金１,０００円、月２,０００円※見学歓迎／比留
間（緯５８６－３８５８※１８：００～２０：００）
★インテルメッツテニスクラブ
毎週日曜日午後、月１・２回土曜日／多摩平
第１公園な

ど／男性５０歳以上、女性３０歳以上で
ゲームができる市内在住者対象／入会金
１,０００円、月５００円／斎藤（緯０９０－４３７２－２０５１）
★初心者の太極拳サークル～藤之会
毎月火曜日１３：３０から／七生福祉センターな

ど

／太極拳、剣な
ど／初心者対象／月３,０００円※指

導あ
り／仲町（緯５９３－０８５７）

★さわやか吹き矢～全身を活性化させ自律神
経の働きを良くする吹き矢をしませんか
毎月第１・第３火曜日１４：００から、第２・第４
火曜日１０：００から／百草台コミュニティセン
ターな

ど／月５００円※指導あ
り／増嶋（緯０９０－

７７１３－８６４１）
★日社協・手打ちうどん会～手打ちうどんを
食べませんか
毎月第４日曜日９：００～１４：００／中央公民館な

ど

／定年間近の方歓迎／先着５人／入会金
１,０００円、月１００円／和田（緯５８３－２３６３）
★混声合唱～ドレミの会
毎月第１・第３金曜日１３：３０～１６：００／多摩平
の森ふれあい館な

ど／３０人／年３,０００円、月
１,０００円※指導あ

り／德永（緯５９１－１２７３）
★朗読～まほろばの会
隔週火曜日９：３０～１２：００または１３：００～１５：３０
／三沢地区センターな

ど／月２,０００円、教材費
２００円※指導あ

り／生島（緯０８０－５４４５－１５３１）

スポースポーツツ

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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月１回でも可／英語、数学／交通費・食事代
支給／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）へ申し込み
★としちゃんち杯ベーゴマ大会
１月１８日㈰１３：３０から※雨天は問い合わせ／
日野宿交流館※直接会場へ／ベーゴマ道場あ
り※初心者歓迎／５０人／ひのベーゴマクラブ
（緯０８０－５４７０－８９４４※夜間）
★学校図書館のつどい～日野市の学校図書館
をもっとよくするために
１月１８日㈰１３：３０～１６：３０／平山 季  重 ふれあい
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館／広瀬恒子氏講演、意見交流／３００円（資料
代）／加藤（緯５９２－２０１９）
★健康のためのヨガ
１月２０日㈫１０：００から…新町交流センター、
１３：１５から…落川交流センター、２１日㈬１０：００
から…東部会館／不調を自分で治す／６人／
原（緯０９０－４２２２－５３６２）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
１月２３日㈮１０：００から、３０日㈮９：４０から／新
井地区センター葛親子でリズム体操…１月２３
日㈮１１：１５～１２：００、３０日㈮１０：４５～１１：２０／新
井地区センター／未就園児と保護者対象葛ミ
セス体操～体力upで風邪予防…１月２１日㈬・
２８日㈬…万願荘地区センター、１９日㈪・２６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
★日野・市民自治研究所から
葛柴崎直明福島大学教授講演～福島原発事故
と汚染水問題の現状…１月２４日㈯１４：００から
／５００円葛糀谷陽子氏講演～道徳教育のこれ
から（要申込）…１月２６日㈪１８：３０から／３００円
葛映画をみて語る会「一枚のはがき」（要申込）
…１月３１日㈯１３：３０から／５００円／いずれもゆ
のした市民交流センター（日野本町）／同研
究所（緯５８９－２１０６）
★腐葉土無料配布
１月２４日㈯１０：００～１１：００※雨天中止／三沢下
自治会館／先着１５人／日野団塊世代広場（緯
８４３－８７２３）
★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
１月２５日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
／１人３０分葛同無料電話相談会…１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
★不登校を考える親と子の会
１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）
★医療ソーシャルワーカーによる電話相談～
医療と福祉１１０番
１月２６日㈪～３１日㈯１０：００～１６：００／医療、福
祉、保健についての相談／相談電話緯０３－
６９０７－１７８１・１７８２／東京都医療社会事業協会
（緯０３－５９４４－８９１２）
★遺言・相続・成年後見など暮らしの無料相
談会
１月２６日㈪１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ
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「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

投稿のページ

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

★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
１月１７日㈯・２７日㈫９：４５～１２：１５／市民の森
ふれあいホール／１７日は親子参加可／１,５００
円／西村（緯０８０－１４５５－３２９８）へ申し込み
★市民による社会・経済研究会から
１月１７日㈯…中央銀行の独立性、３１日㈯…イ
ンフレターゲット論／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ＷＷＷクラブから
葛ワード初歩から講習…１月１８日からの日曜
日９：３０～１１：３０※約１年間／豊田駅北交流セ
ンターな

ど／写真編集、案内状作成など葛エク
セル初歩から講習…１月１７日からの土曜日
９：３０～１１：３０※約１年間／多摩平一丁目地区
センターな

ど／帳票・グラフ作成な
ど／いずれも

１回５００円／同会（ 可  児 緯５８４－０５０８）へ申し
か に

込み
★社会教育協会から
葛近代文学入門コース～谷崎潤一郎と川端康
成…１月２２日～３月２６日の第２・第４木曜日
１０：００～１２：００／１０,１８０円葛歴史講座～歴史の
見方・歩き方…１月２４日～３月２８日の第２・
第４土曜日１０：００～１２：００／９,６８０円／いずれ
も同協会（多摩平）／同協会（緯５８６－６２２１）
へ申し込み
★資本論第１巻を読む会
１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）
★音楽とダンスの無料体験レッスン
１月２４日㈯①１３：３０から②１５：００から／多摩平
の森ふれあい館／①ベビーマッサージ、ヨガ
レッチなど②簡単なブレイクダンス／①５カ
月～２歳程度②年中～小学生対象／①先着１０
組②先着１５人／ダンスクラブＧＲＯＯＴＨ
（緯０８０－５８８４－７５４４）へ申し込み
★超簡単小さなハープ無料体験～若返り、脳
トレにも最適
１月２５日㈰１１：００～１２：００／万願寺交流センタ
ー／初心者対象／貸しハープあ

り／日野ハープ
の会（緯０９０－６０５３－２９５９）へ申し込み

講習・学習講習・学習会会

　原稿は郵送かご持参、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

★楊名時八段錦・太極拳
１月２９日㈭、２月５日㈭１３：３０～１５：００／気功
八段錦と太極拳／１回５００円葛多摩太極 鞭  杆 

ベン ガン

講習会…１月２９日㈭、２月５日㈭１６：００～１７：
３０／棒を持って動く太極拳※棒の貸し出しあ

り

／１回２,０００円／いずれも東京至誠館道場（程
久保）／西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★社交ダンス初心者無料講習会
２月の毎週火曜日９：３０～１１：３０、１７：００～１９：
００／新東光寺地区センター／レイカ 高  麗 （緯

こ ま

５８３－２８３３）へ申し込み
★日野市華道連盟～陶芸講座
２月４日㈬９：００～１２：００／中央公民館／２０人
／１,０００円（粘土代な

ど）※焼成代別途／１月２０
日㈫までに同連盟（永友緯５９２－７７１９）へ
★お華炭つくり体験講座
２月８日㈰１０：００～１６：００※雨天中止／ひの市
民活動支援センター／先着２０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
 

★生命保険無料個別相談会
１月１７日㈯～３１日㈯の奇数日１０：００～１７：００／
ひの社会教育センター（多摩平）／各日先着
６組／生命保険相談センター（緯０４２－３２４－
６１３６※９：００～１９：００）へ申し込み
★日野の自然を守る会から「植物・昆虫ウオ
ッチング～絹の道で生き物の冬越しを観る」
１月１８日㈰９：３０北野駅北口改札口集合、１５：
００南大沢駅解散※雨天中止／昼食、飲み物、
筆記具など持参／２００円※小・中学生１００円／
同会（関根緯５４６－２５６８）
★癒やしのパステル画を描く会
１月１８日㈰１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあ
い館／荒川（緯０８０－６６４３－６９５２）
★万願寺フリフリヨガ体操体験会
１月２０日㈫１５：００～１６：１５／東部会館※直接会
場へ／５００円／堀越（緯０８０－９０８３－２５６２）
★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…１月２０日㈫、２７日㈫１３：００～１５：００／
ゆのした市民交流センター（日野本町）／大木
（緯０８０－８７２２－２２９６）へ申し込み葛小・中学
生、高校生の勉強会「学生ボランティア」スタ
ッフ募集…毎週水曜・木曜日１７：００～１９：００※

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日


