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 9月 1日 号 …7月28日 ㈮
 9月15日 号 …8月15日 ㈫
10月 1日 号 …8月31日㈭
10月15日 号 …9月15日㈮

投稿のページ 接会場へ／日野おはなしの会(田島☎583-
0896)
★発達が気になるお子さんの学校・工芸技能
学院〜個別教育相談会　
7月23日㈰10:00〜12:00 ／同学院(落川) ／同
学院(和田☎592-4353)へ申し込み
★日野の自然を守る会から
▶植物ウオッチング〜イワタバコ咲く高尾
蛇 滝 道 …7月23日㈰9:00高尾駅北口集合、
15:30京王線高尾山口駅解散※雨天中止／
300円※小・中学生100円／昼食、飲み物な
ど持参／同会(長岡☎592-6515) ▶楽しい昆
虫ウオッチング〜夏の夜の林の昆虫たち…7月
30日㈰18:00落川交流センター集合、20:00同所
解散※小雨実施／小学生は保護者同伴／ 300円
※小・中学生100円／懐中電灯、虫かごなど持
参／同会（森川☎090-2768-7929※19:00以降） 
▶親子観察会〜川の生き物を探そう…8月4
日㈮9:30百草園駅改札前集合、12:00浅川・
程久保川合流地点解散※雨天中止／小学生
は保護者同伴／ 200円※小・中学生100円/
帽子、飲み物、網など持参／同会（片山☎
090-4420-6148※18:00以降） 
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法
律相談会　
7月23日㈰9:00〜12:00 ／新町交流センター／
行政書士・望月（☎070-5467-2757）へ申し込
み
★NEWSあれこれ倶楽部　
7月25日㈫、8月8日㈫・22日㈫9:30〜12:30 ／
社会教育協会ゆうりか(多摩平) ／ 1,950円／
同会（☎586-6221）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Ｔ

と 　 も
ＯＭＯへどうぞ　

7月29日㈯13:30〜17:00 ／多摩平1丁目地区セ
ンター／ 100円／ボランティアグループこす
もす（☎589-4399）
★不登校を考える親と子の会　
7月30日㈰13:30〜16:30 ／市民の森ふれあい
ホール／相談、交流、お役立ち情報な

ど／大
森（☎090-3530-4122）
★ I&K企画日野〜和

なごみ
の語り　

8月1日㈫13:30から／高幡不動尊／勝五郎再
生記、鼓くらべな

ど／ 2,000円／杉山（☎090-
4393-6509）
★童謡詩募集〜あなたも童謡詩人　
形式自由。縦書きの原稿用紙1枚／ 1編1,000
円※中学生以下無料／詳細は問い合わせを
／ 8月18日㈮までに多摩童謡友の会事務局

（☎042-375-8558）へ
★下田歌子賞エッセイ・短歌募集　
「志（夢・願い）」をテーマとしたエッセイお
よび短歌募集／応募内容・方法などの詳細は、
岐阜県恵那市HP参照／実践女子学園企画広
報部（☎585-8804）
★たかはた北保育園①病後児保育士（正規職
員）②非常勤保育士募集　
①10:30〜18:30②1日4・5時間程度／詳細は
問い合わせを／同園（前田☎591-5003※平日
9:00〜16:00）

し込み

ごあんない
★ひの社会教育センターシンポジウム〜「生
きたかった」という声がきこえていますか
7月16日㈰14:00〜16:00 ／同センター (多摩
平 )※直接会場へ／同センター（☎582-
3136）
★Komorebi yoga（こもれびヨガ）　
①7月18日㈫10:30から②19日㈬10:30から③
20日㈭11:45から④30日㈰11:00から／SHEEP  
DOG（豊田）／①はじめてのヨガ②リラック
スヨガ③肩こり腰痛解消ヨガ④骨盤調整ヨ
ガ／初心者・男性歓迎／ 8人／各日1,500円
／渡邊（☎070-1562-7224）
★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、教
育、労働などの相談　
7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
★もぐさだい幼稚園〜保育見学と説明会　
7月18日㈫10:30〜11:30 ／同園（百草）／同園
(☎591-1729)へ申し込み
★健康で元気に過ごすために〜ミセス体操　
7月20日㈭・27日㈭…勤労・青年会館、26日
㈬…万願荘地区センター／ 10:00〜11:30 ／ 3
Ｂ体操（倉橋☎090-5999-6628）へ申し込み
★尚山会〜謡とお仕舞　
7月22日㈯・27日㈭14:00から／平山季

すえ
重
しげ

ふれ
あい館／初心者歓迎／ 200円／伊藤(☎090-
7214-3033)
★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　
7月22日㈯13:30〜16:00 ／ひの市民活動支援
センター／同会(☎片岡080-1238-5960)
★福祉商店街をめざすチャリティー講演会

「車椅子から見える世界〜ひとりじゃないか
ら大丈夫」　
7月22日㈯18:30〜20:30 ／七生福祉センター
／講師・織田友里子氏（車椅子ウォーカー代
表）／ 80人／高幡不動参道商店会(☎591-
0317)へ申し込み
★多摩ブランド国際化推進会から　
▶①History&Samurai walking w/Shinse
ngumi〜八坂神社・日野宿本陣・大昌寺・新
選組のふるさと歴史館を英語で歩く…7月23日
㈰8:50日野駅集合／ 2,000円※割引制度あ

り▶
②Yosakoi Dance　Festival with　Yukata

（kimono）wearing　and Furoshiki〜 よ
さこい祭を浴衣で歩く会…7月30日㈰14:30豊
田駅北口集合、19:00解散／ 3,000円※割引制
度あ

り／いずれも実施日の2日前までに同会
(☎582-8691)へ
★日野市パーキンソン病友の会に参加しま
せんか　
7月23日㈰14:00〜16:00 ／新町交流センター
／武石(☎090-1435-0252)
★わくわくおはなし会〜昔話を聞く　
7月23日㈰15:00〜16:00 ／多摩平図書館※直

講習・学習会
★英語おしゃべりクラブ・自由おしゃべり会
〜トピックを決めて英語でおしゃべり　
7月18日㈫19:00から、21日㈮・22日㈯10:00か
ら／新町交流センターな

ど／ 10人／ 1,500円※
会場費別途／実施日の2日前までに同会(☎
582-8691)へ
★ワークショップ〜自分でもきれいにペディ
キュア　
7月19日㈬14:00〜15:30 ／プア・ルアン（日野
本町）／ 3,000円／保

ほ
科
しな

(☎090-6508-2160)
★資本論第1巻を読む会　
7月28日㈮19:00〜21:00 ／生活・保健センタ
ー／「機械設備と大工業」第6節を読む／初め
ての方歓迎／ 30人／ 1,000円※大学生500円、
高校生無料／資本論第1巻持参／北村(☎090-
9953-2458)
★ペルー人シェフが教えるペルー料理講座　
7月30日㈰10:00から／ラス・パパス（高幡）
／鶏肉の唐辛子煮込みな

ど／ 10人／ 3,500円※
ランチ付き/7月29日㈯までに平本（☎090-
9002-9976）へ
★アクロバット体験会　
8月5日㈯①13:40から…幼児対象②14:45から
…小学生以上対象／市民の森ふれあいホール
／ブレイクダンス、キッズダンス／①1,000
円②1,500円／ A-KIDS（☎080-5884-7544）へ
申し込み
★絵画夏季講習会〜女性（着衣）を描く　
8月5日㈯・6日㈰9:30〜17:00 ／生活・保健セ
ンター※直接会場へ／両日別モデル／初心者
歓迎／ 1日1,500円／用具、昼食持参／日野市
美術連盟（児玉☎592-2269）
★日野国際友好クラブ〜日本語ボランティア
教師養成講座　
①9月5日〜10月17日の毎週火曜日…基礎コー
ス②10月24日〜11月28日の毎週火曜日…実践
コース／ 19:00〜21:00 ／中央公民館／各コー
ス10,000円※①②合わせて受講の場合18,000
円／申込方法など詳細は問い合わせを／ 8月
15日㈫までに矢澤（☎583-9664）へ
★介護職員初任者研修（通学）　
9月5日〜12月5日の火曜・土曜日／地域保健
企画ビル（立川市）な

ど／ 18〜67歳の方対象／
先着24人/55,830円（教科書代含む）／コスモ
ス日野（☎587-6292※平日9:00〜17:00）へ申

★浅川苑〜あさかわ祭りに物品の提供を　
10月15日㈰に開催される同苑バザーに新品
の衣類、食器、雑貨などの提供を※回収希
望の方は要相談／同施設（☎593-1165）
★放送大学10月入学生募集　
心理学、福祉、経済な

ど／詳細は問い合わせ
を／ 9月20日㈬までに放送大学東京多摩学習
センター（☎042-349-3467）へ

もよおし
★ハーモニーから
▶歌声喫茶…7月15日㈯・22日㈯10:00から…
平山季

すえ
重
しげ

ふれあい館、26日㈬14:00から…サ
ロン・ド・ハーモニー（南平）▶①斎藤由恵
の発声とリズム体操…21日㈮10:30から②英
語で歌おう…15日㈯11:00から▶③女性コー
ラス…19日㈬・26日㈬12:30から▶④オカリ
ナを楽しむ会…22㈯14:00から▶⑤サロンラ
イブ〜音楽講座と演奏…23㈰14:00から／い
ずれも①〜⑤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）
★さんぽっぼひろば遊び場開放　
7月20日㈭10:30から朗読劇、24日㈪10:30か
らと11:15からカップシアター、31日㈪お兄
ちゃん先生と遊ぼう※遊び場開放は10:00〜
12:00 ／さんぽっぽひろば（三中隣）※直接会
場へ／幼児と保護者対象／日野どんぐりの
丘幼児教室（☎592-4761）
★日野市職員組合学校給食調理員部会〜給食
展
7月22日㈯11:00から／平山小／給食の試食

（100食）、地場野菜販売、パネル展示な
ど／試

食300円、地場野菜1袋100円／上履き持参／
同組合（佐々木☎584-2784）
★ピノキオ幼児舎富士ライフ豊田園〜夕涼み
会
7月22日㈯15:45〜17:30 ／富士電機体育館（富
士町）／盆踊りな

ど／同園（☎589-6566）
★うたごえひろば〜生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　
7月22日㈯13:50〜15:50 ／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
70人／ 200円／同ひろば（☎090-9825-3421）
★歌声まある〜歌声喫茶　
7月23日㈰13:00〜16:00 ／ゆのした市民交流
センター (日野本町) ／ 500円※お茶付き／
江上（☎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　
7月23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／山内（☎
090-8779-5338）
★スタジオ103〜ダンスパーティー　
7月23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）
★光塩女子学院日野幼稚園〜園庭開放　
7月25日㈫10:30〜11:30※雨天の場合は室内
／同園（程久保）※直接会場へ／未就園児と

保護者対象／上履き、靴袋、タオル持参／同
園（☎592-5526）
★懐かしい歌・歌おう会　
7月28日㈮…特別養護老人ホームマザアス日
野（万願寺）、8月4日㈮…小規模多機能ホーム
さかえまち／ 10:30〜11:50 ／ 500円／音楽療
法士・小原（☎593-0573）
★平山自治会連合会納涼盆踊り大会　
7月29日 ㈯19:00〜22:00、30日 ㈰19:00〜21:30
／平山城址公園駅前ロータリー／根津（☎
591-4128）
★多摩平第七公園盆踊り　
8月5日㈯16:00〜21:00 ／同公園／親と子の交
通安全教室、模擬店、太鼓体験な

ど/同実行委
員会（梅田☎586-6150）

美術・音楽
★日野市美術連盟人物デッサン会展　
7月18日㈫〜23日㈰10:00〜16:00※18日は13:00
から／とよだ市民ギャラリー／三

み
次
よし
（☎583-

6054）
★写真サークル日野四季の会〜写真展　
7月20日㈭〜23日㈰9:30〜17:00※20日は13:00〜
16:30、23日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／宇都宮（☎581-5950）
★光バンドチャリティーコンサート〜愛のサ
ウンドフェスティバル　
9月23日㈷15:00〜17:00 ／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／ 2,000円／東京光の家（☎581-2340）へ
申し込み
★心身に障害のある人と、ない人の合同作品展

「出会いとふれあいの美術展」作品募集　
10月13日㈮〜15日㈰10:00〜18:00※15日は15:00
まで／とよだ市民ギャラリー／絵画、工芸、彫
刻、写真な

ど／出品料500円※障害者200円／あ
かね工房（中村☎592-3409）

スポーツ
★日野市バドミントン連盟ジュニア講習会　
7月22日㈯・29日㈯、8月5日㈯9:00〜12:00 ／
南平体育館／小学4年〜中学生対象／ 7月18
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。

★女声合唱団〜コーロフィオレッティ　
毎週火曜日9:30〜12:00 ／多摩平の森ふれあい
館な

ど／初心者歓迎／詳細は問い合わせを／田
中（☎591-1413）
★童謡の会こまくさ〜ピアノに合わせて季節
の歌を歌いましょう　
毎月第2・第4水曜日10:00〜11:00 ／湯沢福祉セ
ンターな

ど／入会金1,000円、月2,000円※見学・
体験あ

り／藤田（☎593-3257）
★着物リメイクサークル〜和服を洋服に！眠
っている着物を洋服にリメイク　
隔週月曜日9:30〜12:30、隔週火曜日13:00〜
16:00 ／山百合工房（平山）／入会金10,000円、
月5,000円／髙橋（☎090-8564-2322）

★英書を読む会　
毎月第2・第4火曜日13:00〜14:30 ／高幡図書館
な

ど／見学歓迎／年1,000円／志田（☎584-6685）
★チビッコ集まれ！ダンスと歌を楽しく学ぼう
毎週月曜日16:00〜17:00 ／カルチャールーム百
草／ 4歳〜小学1年生対象／月4,320円※指導あ

り

／詳細は問い合わせを／アクトクラブ多摩（青
木☎594-1577）
★ことぶき書道の会　
毎月第1・第3火曜日13:30〜15:30 ／中央福祉セ
ンターな

ど／初心者歓迎／入会金500円、月2,500
円※その他実費・指導あ

り／久世（☎585-2116）
★カントリーラインダンス〜セルリアンイー
グル　
月3回水曜日…豊田地区センター、月3回金曜日
…平山季

すえしげ
重ふれあい館／ 10:00〜12:00 ／月

3,000円※指導あ
り／青木（☎090-3801-1698）

★膝痛、腰痛の予防体操とストレッチメインの
初級エアロビクス　
毎週水曜日13:00〜14:00 ／富士電機体育館（富
士町）／初心者歓迎／月2,800円※指導あ

り／磯
崎（☎090-3241-9999）
★フライデー・コーラス（混声）　
毎月第2・第4・第5金曜日13:15〜15:30 ／多摩
平交流センターな

ど／発声練習後、ハーモニー
作りで楽しく歌う／月2,000円※譜面代別途／
辻（☎587-1834）
★三友囲碁同好会　
毎週水曜・土曜日10:00〜16:00 ／中央公民館高
幡台分室な

ど／毎月月例大会あ
り／初段以上の方

対象／月200円※月例大会参加費800円／浅原
（☎587-7107）
★草富会〜生花とフラワーアレンジ　
毎月第2・第4木曜日10:00〜12:00 ／ひの社会教
育センター（多摩平）／ 1回1,600円※花材費別
途（生花1,100円、フラワーアレンジ1,600円）／
内田（☎583-6085）
★仲田ラジオ体操会　
毎日6:05〜6:50※11〜3月は6:30から／市民の森
スポーツ公園／ラジオ体操、中国体操な

ど／年
1,000円※指導あ

り／岩木（☎583-5571）
★日野ハーモニカ・アカデミー　
毎月第1・第3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）
★水彩画サークル〜みずえ会　
毎月第2・第4水曜日10:00〜15:30 ／新町交流セ
ンターな

ど／初心者歓迎／月3,000円※指導あ
り／

小出（☎581-3462）
★スペイン語サークル　
①毎週水曜日10:00〜12:30②毎週土曜日17:00〜
19:30 ／中央図書館な

ど/入会金1,000円、1回①
2,500円②1,250円※指導あ

り／高橋（☎586-9773）
★バドミントン〜つくしクラブ　
毎週火曜日9:00〜12:00 ／南平体育館な

ど／女性
対象/月2,000円※指導あ

り／前田（☎584-4676）
★混声コーラス　
毎月第1・第3土曜日13:00〜14:30 ／会員宅（南
平）／童謡、唱歌な

ど／月2,800円※指導あ
り／竹

村（☎592-5420）
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