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講習・学習会
★英語おしゃべりクラブから
▶自由おしゃべり会～トピックを決めて英語で
おしゃべり…1月5日㈮・6日㈯・19日㈮・27
日㈯10:00～12:00、23日㈫19:00～21:00／多摩
平の森ふれあい館な

ど／1回2,000円※会場費別
途／実施日の3日前までに申し込み▶ちょっ
と通ずる英語講座～基礎的英語と国際情報…1
月18日から隔週木曜日19:00～21:00／生活・
保健センターな

ど／10人／16,200円（10回）、テ
キスト3,800円／1月15日㈪までに申し込み／
いずれも同クラブ（☎582-8691）
★ひな人形（木目込み）を作ってみませんか
1月9日～2月20日の毎週火曜日10:00～12:00
／多摩平の森ふれあい館／立ちびな8,000円
から、親王飾り17,000円から／つくしサーク
ル（吉岡☎582-2976）へ申し込み
★源氏物語に親しむ
1月11日～3月8日 の 第2・ 第4木 曜 日10:00～
12:00／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／各
巻のあらすじとエッセンスを味わう／9,720
円（5回）、資料代1,000円／筆記用具持参／同
協会（☎586-6221）
★パソコン操作のカスタマイズとトラブル相
談
1月12日 ㈮15:00～18:00、19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☎090-6509-9060）へ申し込
み
★産前産後のお灸セルフケア講座
1月17日㈬10:00～11:30…産後、13:00～14:00
…産前／かなざわ助産院（多摩平）／1,500円

（資料代な
ど）／るんびに（佐伯☎090-1103-0601）

★市民による社会・経済研究会～人口問題と
日本経済
1月20日㈯14:00～16:00／ひの煉瓦ホール（市
民会館）／人間にとって経済学とは何かⅢ／
1,000円／増田（☎585-1585）
★大人のための①英会話②韓国語入門講座
1月30日 か ら 毎 週 火 曜 日 ①18:00～19:00②
19:30～20:30／ゆうりか（多摩平）／①中学1
年生程度の文法で基礎会話・旅行会話②ハン
グルの読み書きから基礎会話まで／各先着15
人／5,000円（8回）、テキスト代2,000円／国際
文化交流協会（前田☎090-6489-2803※平日
10:00～18:00）へ申し込み

象／5組／2,500円※ペルーランチ付き／伊勢
谷（☎090-4133-5417）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27日㈯10:00～12:00／多摩平の森ふれあい
館／鈴木（☎090-4066-0663）
★新選組のふるさとを外国人と英語で歩く
History＆Samurai walking w/Shinsengumi
1月28日㈰8:50日野駅集合 Half day、English 
guide／八坂神社、日野宿本陣、新選組のふ
るさと歴史館などを歩く／2,000円※学生
1,500円／1月26日㈮までに多摩ブランド国際
化推進会（☎582-8691）へ
★市民による芝居づくりの会～日野市・みす
ず塾（仮称）塾生募集
認知症を知る月間に認知症をテーマにした劇
を公演／1月28日㈰13:30から平山台健康・市
民支援センターで初回会合／詳細は問い合わ
せを／南川（☎070-3828-7936）へ申し込み
★放送大学4月入学生募集
テレビやインターネットなどを利用した通信
制大学／申込方法など詳細は問い合わせを／
3月20日㈫までに同大学東京多摩学習センタ
ー（☎042-349-3467）へ
★ひの社会教育センターから
▶ぴよぴよちゃん親子遊び（要申込）…1月10日
㈬10:00～10:50／0歳児対象▶男の料理教室
…1月12日㈮・19日㈮10:00～12:30▶髙山佳子
と童謡をうたう会…1月13日㈯10:30～12:15／
いずれも費用など詳細は問い合わせまたは同
センター HP 参照／同センター（☎582-3136）

もよおし
★①パンジーダンスパーティー②サクラダン
スパーティー
①1月4日㈭②21日㈰13:30～16:00／新町交流
センター／500円／渡辺（☎090-2447-2329）
★おやまにあつまれ！
1月4日㈭11:00～11:45／万願寺交流センター
向かいの丘／たこ揚げ、草そり遊び／乳幼児
親子対象／日野子育てパートナーの会（☎
587-6276）
★新春ふれあい祭り
1月6日㈯11:00～14:00／富士電機体育館（富士
町）※車での来場はご遠慮を／もちつき、模
擬店、子供向けイベントな

ど／社員、地域住民
対象／富士電機労働組合（☎582-3005）
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダンス
パーティー
1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／レディス席
あ

り／月1,000円／同会（本多☎090-6169-5852）
★日野四季の会～ダンスパーティー
1月7日㈰・14日㈰13:00～16:00／新町交流セ
ンター／500円※飲み物付き／川畑（☎070-
6644-2729）
★元気な音楽の広場
1月9日㈫10:30～11:45／七生福祉センター／
歌体操、季節の歌な

ど／おおむね60歳以上対
象／500円※指導あ

り／飲み物、運動靴持参／

櫻井（☎090-8010-2900）
★たま社交ダンスサークル～火曜会ダンスパー
ティー
1月の毎週火曜日13:00～15:00※2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／本多（☎090-6169-5852）
★歌で楽しむ元気会
1月10日㈬10:30～11:30／七生福祉センター／
季節の童謡・唱歌、歌体操な

ど／おおむね65歳
以 上 対 象／500円 ※ 指 導あ

り／ 小 川（ ☎592-
6510）
★村上先生と楽しく歌う会
1月13日㈯13:30～15:30／南平駅西交流セン
ター／800円／内川（☎592-5284）
★杉野幼稚園～親子で遊ぼう！
1月15日㈪10:00～11:00／同園（百草）※直接会
場へ／パネルシアター、手遊びな

ど／上履き持
参／同園（☎591-3515）
★たかはた北保育園～保育体験
1月18日㈭10:00～11:30／同園（高幡）／出産前
の妊婦さんと4カ月までの乳児対象／3人／詳
細は問い合わせを／同園（☎591-5003）へ申し
込み
★うたごえinひの～①昭和歌謡カラオケをみ
んなで一緒に歌う会②歌声喫茶
1月20日㈯①10:00～12:30②13:30～16:30／ラ・
ソンブル（豊田駅北口）／①500円②1,000円※
お茶付き／江上（☎090-5564-9818）
★こども食堂～さくらちゃん
1月21日㈰16:00～18:30／日野キリスト教会

（大坂上）／音楽、ゲームなどの後においしい
食事／300円※中学生以下100円／鈴木（☎
090-5997-1383）へ申し込み
★日野市消防団第四分団第二部～どんど焼き
1月21日㈰10:00点火／豊田南地区第一号公園
／お飾りなどは当日のみ受け付け／周辺住民
対象※小学校低学年以下は保護者同伴／有竹

（☎090-7709-8592）

★童謡と唱歌を歌う～つぼみ
1月28日㈰13:30から／勤労・青年会館※直接
会場へ／おおむね60歳以上対象／500円※コ
ーヒー付き／市之瀬（☎080-6540-6571）

美術・音楽
★花美会展・日野市かしの木学級絵手紙OB会
～仲間と楽しみ心を癒すアート、いろいろ展
1月16日㈫～21日㈰10:00～16:00※21日は15:00
まで／とよだ市民ギャラリー／吉光（☎583-
6651）

スポーツ
★日野市バドミントン連盟から
▶シングルス大会…1月20日㈯9:00～17:00／
南平体育館／市内在住・在勤・在学者対象／
1,500円※連盟登録者1,300円／1月8日㈷まで
に大塚（☎090-1792-1229）へ▶冬季初心者講
習会…1月27日～2月24日の毎週土曜日18:00
～21:00／南平体育館／中学生以上の市内在
住・在勤・在学者対象／3,000円（5回）／1月
16日㈫までに吉永（☎592-7622）へ

会員募集
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。

★日野ハーモニカ・アカデミー
毎月第1・第3・第4金曜日18:30～20:30／中央
公 民 館な

ど／ 月3,500円 ※ 指 導あ
り／ 鈴 木（ ☎

090-8104-2229）
★笹・ヨーガの会
毎週木曜日14:00～15:30／東部会館な

ど／入会
金1,000円、月3,000円※指導・無料体験あ

り／
滝口（☎589-1033）
★日野社交ダンス倶楽部
毎週土曜日13:30から／東部会館な

ど／Ａ級プ
ロの指導あ

り／ダンス歴中級以上の方対象／
杉﨑（☎090-3519-7286）

　原稿は郵送、持参、または市 HP 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 HP で広
報ひのPDF版・テキスト版にも掲載さ
れます

ごあんない
★発達相談
1月の月曜～土曜日10:00～19:00※1回45分／
ひの・I-BASYO（旭が丘）／言語、摂食など
について言語聴覚士による発達相談／保護者
対象／1回1,000円／同施設（宮崎☎514-9813）
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
1月の毎週土曜日10:30～17:00／尾崎ビル2階

（立川駅北口）／高齢者歓迎／1日2,200円／尾
﨑（☎090-5999-1033）へ申し込み
★ドキュメンタリー映画「ＺＡＮ～ジュゴンが
姿を見せるとき」上映とトーク
1月7日㈰14:00から／七生公会堂／1,000円※
予約・前売り800円。25歳以下500円／谷（☎
582-3821）へ申し込み
★台湾ちゃばなし倶楽部～台湾茶を飲みなが
ら台湾トークしませんか
1月9日㈫10:00～11:00／多摩平の森ふれあい
館／台湾のグルメ、観光スポットなどの情報
交換／1,500円※茶菓子付き／佐藤（☎090-
9384-0120）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会から
▶暮らしの何でも相談、共同墓地・葬儀、遺言・
相続などの相談…1月9日㈫・16日㈫10:00～
12:00／ゆのした市民交流センター（日野本
町）／大木（☎080-8722-2296）へ申し込み▶
小・中・高生の勉強会…1月の毎週木曜日…日
野教室、毎週水曜日…豊田教室／17:00から
／月700円※保護者は要入会／安藤（☎080-
3016-7991）へ申し込み
★Komorebi yoga（こもれびヨガ）
①1月9日㈫13:30～14:30②10日㈬10:30～11:30
③12日㈮20:30～21:30④13日㈯11:00～12:00／
SHEEP DOG（豊田）／①マタニティーヨガ②
ママヨガ※子供同伴可③骨盤調整ヨガ④肩こ
り腰痛解消ヨガ／初心者歓迎・男性可／5人
／ ① ②2,000円 ③ ④1,500円／ 渡 邊（ ☎070-
1562-7224）
★がんカフェひの
1月10日㈬10:00～12:00／市立病院／交流、お
しゃべり、情報交換な

ど／酒井（☎080-1144-
2448）
★ストレッチ始めませんか！ 3B体操
1月10日㈬…万願荘地区センター、11日㈭…

勤労・青年会館／10:00～11:30▶①子育てマ
マのストレッチ②親子で楽しくリズム遊び…
1月12日㈮①10:00から②11:15から／新井地区
セ ン タ ー／ い ず れ も3Ｂ 体 操（ 倉 橋 ☎090-
5999-6628）へ申し込み
★ホッとスペースＴ

ト
ＯＭ

モ
Ｏの湯～心病んでい

る方とそのご家族お茶でも飲みながらゆっく
りしませんか
1月の毎週木曜日13:00～16:00※4日を除く／
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（☎080-8038-1185）
★日野精神障害者家族会～家族相談
1月11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☎
080-1238-5960）へ申し込み
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野
1月13日㈯13:30～16:00／愛隣舎ホール（多摩
平）※直接会場へ／300円／林（☎090-7901-
4301）
★放課後等デイサービスつきのおあしすと親
の会～心と体を癒すヨガ親子の集い
1月13日㈯13:00～16:00／イオンモール多摩平
の森イオンホール／市内在住の知的発達障害
児と家族対象／1月9日㈫までに同施設（杉山
☎506-5265）へ
★日野・市民自治研究所～工藤昌宏氏（元東京
工科大学教授）講演「景気が拡大しないわけ」
1月13日㈯14:30～16:30／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／500円（資料代）／同研究
所（☎589-2106）
★日野の自然を守る会から
▶ハイキング～宮の平駅・馬引沢峠…1月14日
㈰8:15立川駅1番線中央付近集合、15:10同駅
解散／弁当、飲み物、筆記用具持参／200円
／（山本☎042-621-0934※19:00以降）▶より
鳥みどり観察会～黒川清流公園ニューイヤー
カウント2018…1月21日㈰9:00豊田駅北口集
合、12:00現地解散※雨天中止／300円※小・
中 学 生100円／ 小 久 保（ ☎090-4532-2553※
19:00以降）
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フリ
ースペースＴ

ト
ＯＭ

モ
Ｏへどうぞ・調理実習

1月14日㈰11:30～15:00／平山交流センター
／食べるだけの参加歓迎／200円／ボランテ
ィアグループこすもす（☎589-4399）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会
1月14日㈰9:00～12:00／新町交流センター／
もちづき会（☎070-5467-2757）へ申し込み
★りゅうぞうのリズム＆からだあそび
1月19日㈮18:15から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／親子あそび、体操・ダンス／500円※
子供無料。指導あ

り／子育て連絡会有志・日
野市職員組合保育園部会（亀山☎090-2429-
9958）へ申し込み
★ベビーマッサージ～ペルー料理のランチ交
流会
1月23日㈫10:30～12:30／ラスパパス（高幡）／
育児相談あ

り／2カ月～歩行前の幼児と母親対

２月１5日号… １月１２日㈮
3月 １日号… １月２9日㈪
3月１5日号… ２月１3日㈫
４月 １日号… ２月２8日㈬

日野間税会「税の標語」コンクールで
七生中の増島悠人さんが最優秀賞に

　11/11〜17の「税を考える週間」にあわせ、日野市・多摩市・
稲城市の３市の中学生を対象に、税の標語コンクールを行い
ました。応募総数３,861点の中から七生中の増島悠人さん（写
真）の「消費税  みんなが国の  サポーター」が最優秀賞に選ば
れました。2/1㈭〜19㈪に市役所1階市民ホールで最優秀賞
から佳作までの作品が展示されます。どうぞご覧ください。

豊田北口商店連合会
日時 1月28日㈰11：00～15：00 内容 もちつき、ガラ
ポン抽選会、豊田囃子、豚汁・おしるこの無料配布、
起震車体験など その他 抽選会は13：00 問 堀田（☎
581-2586）
※都合により内容などが変更になる場合がありま
す。事前にご確認ください

商店会を
応援しよう！
商店会を
応援しよう！

商店会どっと混む！

19 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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