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2月 1日号…12月21日㈮
2月15日号… 1月11日㈮
3月 1日号… 1月30日㈬
3月15日号… 2月14日㈭

講習・学習会
★全身で歌うゴスペル教室
12月16日㈰10:00～11:30／湯沢福祉センター／
クリスマス・ゴスペルソング／中学生以上の
初心者対象／先着30人／2,000円※中学・高校
生無料／道廣（☎080-5437-1123）へ申し込み
★産前産後のお灸セルフケア講座
12月19日㈬10:00～11:30…産後のお灸、13:00
～14:00…産前のお灸／かなざわ助産院（多摩
平）／各1,500円／るんびに（佐伯☎090-1103-
0601）
★アロマワックスサシュ作り～火を灯

とも
さない

キャンドル
12月19日㈬・26日㈬10:00から※1回120分／
会員宅（日野本町）／女性対象／2,000円※小
人1,000円／宇野（☎050-5243-4713）
★吃音を良くしよう！セミナー
12月22日㈯10:00～12:00／勤労・青年会館／
吃音でお困りの方に発語しやすい体つくり、
方法を解説／中学生以上対象／先着12人／
1,000円（資料代）／早川（☎042-691-7827）へ
申し込み
★都立八王子東高校～小学校高学年対象「親
子理科実験」
1月5日㈯9:30～15:30／同校（八王子市）／生物の
世界…5・6年生／10組※申込多数の場合は抽
選／560円／詳細は同校 HP  参照／12月24日（振
休）までに同校公開講座係（☎042-644-6996）へ
★スイング～ラウンドダンス初心者講習会
1月12日から毎週土曜日13:00～14:00※全20
回／新町交流センターな

ど／ワルツ、ルンバ、
チャチャチャな

ど／5,000円（20回）／髙垣（☎
042-945-5759）
★実践女子大学で学ぶ栄養学ポイント講座～
最新の栄養学基礎知識が学べます
1月16日㈬10:30～12:00／同大学（大坂上）／生
活習慣病の発症と遺伝素因との関わり／50人
／2,160円／詳細は問い合わせを／同大学生
涯学習センター（☎589-1212）へ申し込み

ごあんない
★バランスボールエクササイズ
①12月17日㈪②20日㈭・26日㈬／10:00～11:
00／①スタジオ凛（国立市）②平山交流センタ
ー／産後2カ月の母親～シニア対象※子供同
伴可／10人／1,500円／横山（☎090-9976-826

★童謡と唱歌を歌う～つぼみ
12月26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／
市之瀬（☎080-6540-6571）
★日野四季の会ダンスパーティー
12月26日㈬13:00～16:00／新町交流センター
／500円／川畑（☎070-6644-2729）
★フリーマーケット出店者募集
1月13日㈰9:00～16:00、2月10日㈰9:00～15:00
／高幡不動尊境内／2,000円／リサイクル運
動友の会（☎090-3222-5060）

美術・音楽
★クリスマスイブモーニングコンサート
12月24日（振休）10:00～12:00／豊田キリスト
教会（豊田）／同教会（☎587-9707）
★第2回東神明書道教室～書道展
1月5日㈯～6日㈰9:15～16:00※5日は12:00か
ら／ひの煉瓦ホール（市民会館）／栗城（☎
583-6815）

スポーツ
★親子ふれあいスポーツ体験会
12月24日（振休）10:00～11:30／市民の森ふれ
あいホール／小学生以上の親子対象／10組／
スポーツクラブfor LIFE日野（高柳☎080-
4752-3030）へ申し込み
★ゴルフ基礎・基本講座
1月7日～2月9日の月曜・火曜・土曜日10:00～
11:30※週1回5講座。振替受講可／旭が丘ゴル
フクラブ／成人対象／各5人／13,000円※無料
貸し出しクラブあ

り／平山（☎090-2414-6604）へ
申し込み
★日野市バドミントン連盟～シングルス大会
1月19日㈯9:00から／南平体育館／男女1部・
2部・3部／市内在住・在勤・在学者、連盟登
録者対象／1,500円※連盟登録者1,300円／1月
5日㈯までに大塚（☎090-1792-1229）へ
★日野市卓球連盟から
▶第3回日野市シニア卓球大会…1月20日㈰9:
00から／市民の森ふれあいホール／ダブルス
戦（B、C、Dクラス別）／60歳以上の市内在住・
在勤者、連盟登録会員対象／1人300円／1月
10日㈭までに申し込み▶第13回日野市ジュニ
ア卓球講習会…2月10日㈰9:00～15:00／南平
体育館／基本技術解説、実践技術指導／市内
在住・在学の小学校高学年～中学生で卓球を
している人、その指導者、保護者対象／1月
31日㈭までに申し込み／いずれも申込方法な
ど詳細は問い合わせを／古田（☎583-5769）

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。

★ダンスサークル舞ステップ
毎週木曜日19:00から／生活・保健センターな

ど

／プロの指導あ
り／多少の経験者対象／野口

（☎090-9976-2272）
★童謡・唱歌（新作も）を歌う会
月2回土曜日13:30～15:30／多摩平の森ふれ

あい館な
ど／月800円※指導あ

り／村田（☎080-
3492-4080）
★遊悠スケッチ会
毎月第3土曜日10:00～12:00／野外スケッチな

ど

／松本（☎080-3123-4007）
★バドミントン～エースクラブ
毎週火曜日9:00～12:00／南平体育館な

ど／市内
在住・在勤者対象／入会金1,000円、月1,500
円／本多（☎592-0320※18:00以降）
★さわやか太極拳
毎週金曜日10:00～12:00／中央公民館高幡台分
室な

ど／月2,000円※指導あ
り／金子（☎591-9186）

★介護施設などへの訪問グループ～音楽、踊
りなど
第1・第2月曜日13:00～15:00／落川都営住宅
地区センターな

ど／踊り※音楽は別途相談／
森（☎592-5157）
★社交ダンスサークル～アクアマリン
毎週火曜日12:35～13:20…①ビギナー、13:30
～15:00…②レギュラー／平山交流センター
／20人／月①2,000円②3,000円※指導あ

り／小
山（☎070-6551-5472）
★仁   合気の会～合気道
火曜日10:00から、日曜日10:00からまたは13:
00から／南平体育館な

ど／年3,000円、1回600
円／寺﨑（☎090-9380-0806）
★オカリナサークル
第2・第4火曜日10:30～12:00／中央公民館な

ど

／オカリナアンサンブル初級～中級者／多少

経験のある方対象／数人／月3,000円※コピ
ー代実費。指導あ

り／平賀（☎581-8131）
★三世代で歌う合唱団～響
毎週土曜日10:00から／百草台コミュニティ
センターな

ど／幼児～シニア対象／月3,000円
※親子・兄弟割引あ

り／見学歓迎／渋谷（☎
583-7743）
★リーズ・テコンドー日野クラブ
毎週土曜日10:00～11:30／東部会館な

ど／小学
生以上対象※初心者歓迎／月4,000円※師範
の指導あ

り／阿部（☎090-2228-6360）
★八王子シティオーケストラ～いっしょに演
奏しませんか？
月3回土曜・日曜日13:30～17:00／八王子市立
第2中学校な

ど／弦楽器経験者対象／入会金
3,000円、月3,500円／詳細は問い合わせを／
宮下（☎090-3546-8661）
★テニスサークル
水曜日12:00～14:00／多摩平第一公園な

ど／中
級レベルの中高年者対象／1回300円／土屋
（☎090-9305-3028）
★油彩・水彩を楽しむサタデー会
毎月第2・第4土曜日9:30～12:00／平山季

すえ
重
しげ
ふ

れあい館／スケッチあ
り／初心者歓迎／入会金

2,000円、月3,000円／江澤（☎080-6815-5732）
★日野ウクレレサークル
毎月第2・第4水曜日13:30～15:30／中央公民
館な

ど／初心者対象／月2,000円／鈴木（☎583-
1007）

9）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会～暮らしの何でも
相談、共同墓地・葬儀、遺言・相続などの相談
12月18日㈫・25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
★ぬくもりテラス
12月22日㈯13:00～16:30／南平駅西交流セン
ター※直接会場へ／地域の人が気軽に出掛け
楽しく仲間づくりをする場／100円／野澤（☎
090-4052-5316）
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フリ
ースペースT

と
OM

も
Oへどうぞ・望年会

12月22日㈯12:30～15:00／多摩平一丁目地区
センター／300円※家族500円／100円相当の
プレゼント持参／ボランティアグループこす
もす（☎589-4399）
★オリンピック村開発の「不都合な真実」
12月22日㈯14:00～16:00／ゆのした市民交流
センター（日野本町）※直接会場へ／オリンピ
ック選手村整備の陰で都有地投げ売りを考え
る／50人／500円／日野・市民自治研究所（☎
589-2106）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会
12月23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
★講演会「黒川清流公園の生きものたち～公
園内で見られる興味深い野鳥、植物、昆虫に
ついて」
1月5日㈯13:00～15:30／カワセミハウス／中
学生以上200円／日野の自然を守る会（山本☎
042-621-0934※19:00以降）
★日野柳友会～川柳句会
1月6日㈰13:30～15:30／勤労・青年会館／兼
題「一（いち）」「色」／経験不問／1,000円※
見学無料／多胡（☎584-5785）
★源氏物語に親しむ3
1～3月の第2・第4木曜日10:00～12:00／社会教
育協会ゆうりか（多摩平）／34～44巻のあらす
じとエッセンスを味わう／11,970円（6回）※指
導あ

り／筆記用具持参／同協会（☎586-6221）

もよおし
★カナリアの会
12月16日㈰・25日㈫10:30～11:45／七生福祉
センター／童謡、唱歌、季節の歌な

ど※ピア
ノ伴奏あ

り／1回500円※指導あ
り／飲み物持参

／古沢（☎592-0203）
★歌声笑サロン東町
12月17日㈪13:30～15:00／東町交流センター
／昭和の歌を歌い仲間づくり／300円／槇島
（☎080-6537-5692）
★さんぽっぽひろば遊び場開放
①12月17日㈪②20日㈭／10:00～12:00／同ひ
ろば（三中隣）／①お兄ちゃん先生と遊ぼう②
遊び場開放／幼児対象※保護者同伴／日野ど
んぐりの丘幼児教室（☎592-4761）
★杉野幼稚園～園庭開放
12月19日㈬12:00～14:00※雨天中止／同園（百

草）※直接会場へ／同園（☎591-3515）
★日野子育てパートナーの会から
▶みんなのはらっぱ南平～はらっぱカフェタ
イム…12月18日㈫10:30～11:00／南平駅西交流
センター／保護者同士でお茶を楽しむ／乳幼
児の保護者対象／先着4人／30円（飲み物代）
▶バイオリンミニミニコンサート…12月20日
㈭11:30～11:50／万願寺交流センター／乳幼
児の親子対象／いずれも同会（☎587-6276）
★元気な音楽の広場
12月20日㈭13:30～14:45／七生福祉センター
／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）
★懐かしい歌・歌おう会
12月21日㈮10:30～11:50／特別養護老人ホー
ムマザアス日野（万願寺）／500円／音楽療法
士・小原（☎593-0573）
★サクラダンスパーティー
12月22日㈯13:30～16:00／新町交流センター
／500円／渡辺（☎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
12月22日㈯13:50～15:50／中央福祉センター
※直接会場へ／唱歌、歌謡曲、うたごえ曲な

ど

／おおむね60歳以上の方対象／先着70人／
200円／同ひろば（☎090-9825-3421）
★ひのママフェスvol.6
12月22日㈯10:00～17:00／PlanT（多摩平の森
産業連携センター）／家族で楽しめるワーク
ショップ、雑貨販売、コンサート／土田（☎
080-4874-7773）
★ひのボールルームダンス協会・クリスマス
ダンスパーティー
12月23日㈷13:30～16:00／新町交流センター
※直接会場へ／鉢花プレゼント（抽選）・トラ
イアル（当日受付）あり／500円／同会（山内☎
090-8779-5338）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
12月23日㈷15:00～16:00／多摩平図書館※直接
会場へ／日野おはなしの会（田島☎583-0896）
★クリスマスってなあに～クリスマス・パネ
ルシアター
12月23日㈷13:00から／日野南平キリスト教
会（南平）／同教会（永井☎593-0753）
★クリスマス祝会
12月23日㈷11:00～14:00／日野高幡キリスト
教会（高幡）／食事をしながら楽しい時を過ご
す／同教会（☎593-5393※木曜日9:00～15:00）
★ハーモニーから
▶歌声喫茶…12月24日（振休）10:00から…平
山交流センター、26日㈬14:00から…サロン・
ド・ハーモニー（南平）▶①斎藤由恵の発声と
手話コーラス…21日㈮10:30から▶②女性コ
ーラス…19日㈬・26日㈬12:30から▶③オカ
リナを楽しむ会…22日㈯14:00から▶④ビル
マン聡平・大村剛士クリスマス・サロンライブ
…23日㈷11:00から／いずれも①～④サロン・
ド・ハーモニー（南平）／費用など詳細は問い
合わせを／同会（久木田☎070-5023-2012）

都立七生特別支援学校在籍の小石友貴選手が　　　　
第18回全国障害者スポーツ大会福井しあわせ元気大会で活躍しました

大和田自治会自主防災会が
「コミュニティ助成事業」を活用し自主防災活動を拡充

　市内在住の小石友貴選手が、10月13
～15日に敦賀市総合運動公園プール（福
井県）で行われた第18回全国障害者スポ
ーツ大会福井しあわせ元気大会に出場
し、男子25㍍平泳ぎで1位、50㍍平泳ぎ
で2位、東京都選抜チームとして200㍍
リレーで2位の成績を収めました。
　11月21日に市長を訪問し大会結果の
報告を行いました｡
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

　市内で積極的に自主防災活動を行う大和田自治会
自主防災会がコミュニティ助成事業助成金の交付を
受け、発電機などの防災資機材を購入しました。
　コミュニティ助成事業は、地域コミュニティの充
実・強化につながる取り組みに対し、宝くじの受託
事業収入を財源に助成を行うもので、宝くじの社会
貢献広報事業の一環として実施されています。
問 防災安全課（☎514-8962）
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