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行政書士・望月（☎070-5467-2757）へ申し込み
★混声合唱団シェーネル・エコー公開練習
4月24日㈪14:00～16:00 ／特別養護老人ホー
ムマザアス日野（万願寺）／心の四季、サン
タ・ルチアな　

　ど／西尾（☎090-9809-9805）
★遺言・相続・遺産分割協議書・成年後見・
尊厳死など暮らしの無料相談会　
4月27日㈭13:30～16:00 ／平山交流センター
／相続・遺言を考える会（飯田☎090-8564-
5208）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　

4月29日㈷13:00～16:00 ／旭が丘地区セン
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　
4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）
★ひの社会教育センター～ひよこクラス　
4月18日㈫・25日㈫11:20～12:10 ／ 1歳児親
子対象／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
★日野四季の会～ダンスパーティー　
4月21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）
★ハーモニーから　
▶歌声喫茶…4月22日㈯14:00から…大和田地
区センター、26日㈬14:00から…サロン・ド・
ハーモニー（南平）、29日㈷10:00から…平山
季
すえ
重
しげ
ふれあい館▶①女性コーラス…19日㈬・

26日㈬12:30から▶②英語で歌おう（要申込）
…15日㈯11:00から▶③サロンライブ…23日
㈰14:00から▶④オカリナを楽しむ会(要申込)
…22日㈯16:00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）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　
4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／同会（山
内☎090-8779-5338）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　
4月23日㈰15:00～16:00 ／多摩平図書館／
日野おはなしの会（田島☎583-0896）
★7周年ぱんじーダンスパーティー　
4月23日㈰13:30～16:00 ／ 1,000円※前売り
800円▶スミレダンスパーティー…4月29日㈷
13:30～16:00 ／ 500円／いずれも新町交流セ
ンター／渡辺（☎090-2447-2329）
★歌で楽しむ元気会　
4月26日㈬10:30～11:30 ／七生福祉センター
／季節の童謡、唱歌、懐メロ、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）
★懐かしい歌・歌おう会　
4月28日㈮…特別養護老人ホームマザアス日
野（万願寺）、5月5日㈷…小規模多機能ホーム

／資本論第1巻持参／北村（☎090-9953-2458）
★ダウジング基本講座　
4月29日㈷14:00～16:30／多摩平交流センター
／ダウジングとは、ペンデュラムとは、ペン
デュラムの使い方な　

　ど／ 15人／ 2,800円／小林
（☎586-4564※19:00以降）へ申し込み
★マジック講習会　
5月2日㈫・16日㈫・30日㈫、6月6日㈫19:00
～21:00／多摩平の森ふれあい館／トランプ・
ロープ・新聞マジックな　

　ど／初心者対象／ 10
人／ 500円（教材費）／大塚（☎581-2082）へ
申し込み
★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
5月の毎週月曜～木曜日午前／平山交流セン
ターな　

　ど／初・中級対象／体験500円／高岡
（☎581-7927)へ申し込み

ごあんない
★社交ダンス自主練習の会　
4月16日㈰・23日㈰・30日㈰18:00～21:00 ／
東部会館／ 1回500円／岩崎（☎583-3969）へ
申し込み
★日野の自然を守る会から　
▶奥多摩ウオッチング～武蔵五日市駅・戸倉
城山…4月16日㈰8:00立川駅6番線前寄り集
合、14:40同駅解散※雨天中止。健脚向き／
200円※子供100円／弁当、飲み物など持参
／山本（☎042-621-0934※19:00以降）▶より
鳥みどり観察会～南平丘陵公園・七生公園…
4月30日㈰9:00南平駅前集合、12:00現地解散
※雨天中止／ 300円※小・中学生100円／筆
記用具、双眼鏡など持参／小久保（☎090-
4532-2553※19:00以降）
★健康寿命を延ばしましょう！～ミセス体操
4月17日㈪・24日㈪…落川都営住宅地区セン
ター、19日㈬・26日㈬…万願荘地区センター、
20日㈭・27日㈭…勤労・青年会館／ 10:00～
11:30▶①ママも体力up ！ビューティー up
体操②親子で楽しく体を動かそう！…4月28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
★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、教育などの相談…4月18日～28日
の毎週火曜・金曜日10:00～12:00 ／ゆのした
市民交流センター（日野本町）▶共同墓地墓
参会…4月24日㈪10:00から／南大沢バードヒ
ルズ霊園（町田市）／月700円※墓所希望者
は要入会／見学可／いずれも大木（☎080-
8722-2296）へ申し込み
★無料健康チェック・ミニ講座～福祉用具と
介護のコツ！　
4月19日㈬14:00～16:00 ／旭が丘東地区セン
ター※直接会場へ／骨密度・血管年齢・体
組成の測定な　

　ど／三多摩健康友の会日野支部
（成
なる
舞
まい
☎090-5490-2581）

★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料
法律相談会　
4月23日㈰9:00～12:00 ／新町交流センター／

講習・学習会
★英語おしゃべりクラブ～自由おしゃべり会
4月18日㈫・19日㈬、5月9日㈫・10日㈬19:
00～21:00…新町交流センターなど、4月28
日㈮、5月6日㈯・12日㈮10:00～12:00…多
摩平の森ふれあい館な　

　ど／トピックを決めて
英語でおしゃべり、講師がアドバイス／同ク
ラブ（☎582-8691）
★コロンビア人女性によるコロンビア料理講
座「パーティー料理～お肉のロールを作ろう」
4月18日㈫10:30から／ラスパパス（高幡）／
10人／ 3,000円※ランチ付き／ 4月17日㈪ま
でに平本（☎090-9002-9976）へ
★超簡単小型ハープ無料体験講座
4月23日㈰14:00～15:00 ／万願寺交流センター
／童謡の演奏／中高年・初心者対象／ 3人／
日野ハープの会（☎090-6053-2959）へ申し込み
★日野南平キリスト教会～英会話クラス
4月23日～6月25日の第2・第4日曜日13:30～
14:30 ／同教会／月200円／同教会（☎593-
0753）
★書道カフェ～手ぶらで書道　
4月25日㈫10:00～11:30 ／ラスパパス（高幡）
／①写経で美文字に②デザイン書道体験／①
2,300円②3,100円※飲み物付き／中島（☎080-
5486-5962）へ申し込み
★子育て講座～お母さん、いっぱいだきしめて
4月26日㈬10:30～11:30 ／みんなのはらっ
ぱ万願寺／乳幼児の親対象／ 25人／日野子育
てパートナーの会（☎587-6276）へ申し込み
★社会教育協会から　
▶デッサン＆スケッチ…4月26日～7月12日の
第2・第4水曜日10:00～12:00 ／初心者歓迎／
11,664円（6回）▶日本の美～作者・享受者・
批評家…4月27日～7月13日の第2・第4木曜日
10:00～12:00 ／ 11,664円（6回）、教材費1,200
円／いずれも同協会（多摩平）／同協会（☎
586-6221）へ申し込み
★ヒップホップダンス体験会　
4月27日㈭16:30～17:30／旭が丘地区センター
／小学1～3年生対象／ユー＆ミーダンスス
クール（黒木☎080-5072-7056）へ申し込み
★資本論第1巻を読む会　
4月28日㈮19:00～21:00 ／生活・保健センター
／機械設備と大工業を読む／初めての方歓迎
／ 30人／ 1,000円※大学生500円、高校生無料

さかえまち／ 10:30～11:50 ／ 1回500円／音
楽療法士・小原（☎593-0573）
★童謡と唱歌を歌う～つぼみ　
4月29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）
★チアダンスチーム・サニークローバーズ～
10周年記念ありがとう感謝祭　
5月3日㈷17:30から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／大野（☎080-3413-4096）
★日野市俳句連盟新緑俳句大会　
5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（☎
583-2184）
★たにぞうさんと楽しく歌って踊ろう　
5月12日㈮13:40～14:40 ／多摩平幼稚園（多摩
平）／同園（☎581-0436）へ申し込み

美術・音楽
★春の洋服・ステンドグラス二人展　
4月18日 ㈫～23日 ㈰11:00～19:00 ／ ギ ャラ
リーカフェ大屋（日野本町）／洋服と着物地
使用の洋服（小物・バック）、ステンドグラ
ス（ランプ・アクセサリー）／同カフェ（☎
587-8563）
★土曜あーとスペース作品展　
4月18日㈫～23日㈰10:00～17:00※23日は15:00
まで／とよだ市民ギャラリー／山口(☎042-
656-5606)
★みずき会～油彩・水彩など絵画展　
4月25日㈫～30日㈰10:00～17:00※30日は16:00
まで／とよだ市民ギャラリー／岡野（☎583-
5319）
★日野市美術連盟会員展　
4月25日㈫～30日㈰10:00～17:00※25日は13:00
から、30日は16:00まで／ひの煉瓦ホール（市
民会館）／油彩、水彩な　

　ど／下田（☎591-7790）
★日野市ギターサークル発表会　
4月30日㈰14:00から／七ツ塚ファーマーズセ
ンター／長谷川（☎070-5455-1139）
★山下哲哉・光子夫婦展　
5月9日㈫～14日㈰10:00～17:00／とよだ市民ギャ
ラリー／油彩、アクリル／山下（☎581-5657）

スポーツ
★日野市ソフトテニス連盟～春季個人戦
…5月14日㈰9:00～17:00※予備日21日㈰／多
摩平第一公園／男子一部・二部・壮年、女子
一部・二部／ 1ペア2,000円／ 5月6日㈯まで
に髭野（☎582-1964）へ
★日野市弓道連盟初心者講習会　
5月20日㈯～10月9日㈷（全15回）／南平体育館
／申込方法など詳細は問い合わせを／ 5月2日
㈫までに同連盟（大

だい
工
く
原
はら
☎090-8848-6131）へ

★日野市テニス協会（硬式）から　
▶春季女子ダブルス大会…5月15日㈪・22日
㈪※予備日6月5日㈪／多摩平第一公園／市内
在住・在勤・在学者、会員対象／ 1組4,000円
※会員3,000円／詳細は同協会HP参照※初心
者向け試合あ　

　り／ 4月20日㈭までに中川（☎

593-4682）へ▶女子講習会…5月23日㈫、6月6
日㈫、7月18日㈫、9月26日㈫、10月17日㈫、
11月21日㈫9:00～12:00 ／多摩平第一公園／
30人／ 1回500円※初回は1,500円（ボール代
な　
　ど）／申込方法など詳細は同協会HP参照／ 4
月25日㈫までに金子（☎592-0515）へ
★日野市バドミントン連盟～日野市レディー
ス大会　
5月16日㈫9:00から／南平体育館／新人戦・1
部・2部・3部／市内在住・在勤・在学者対象
／ 1ペア3,000円※連盟登録者1ペア2,500円／
4月22日㈯までに前田（☎584-4676）へ
★日野市卓球選手権大会（硬式ダブルス）　
5月20日㈯9:00から／南平体育館／男子、女子、
混合／市内在住・在勤・在学者、連盟会員対
象／ 2,000円※連盟会員1,600円／申込方法な
ど詳細は問い合わせを／ 5月6日㈯までに日野
市卓球連盟（斎藤☎080-4452-4870）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。

★日野ラジオ体操会　
毎日6:10～7:00※雨天中止。季節により時間
変更の場合あ　

　り／多摩平第一公園／ラジオ体操
第1・第2、ストレッチ、中国健康体操な　

　ど／参
加日時は自由※見学・体験歓迎／年1,000円
／原島（☎582-0451）
★浅川少年少女合唱団　
毎週日曜日9:00～12:00または9:00～16:00 ／
浅川苑な　

　ど／小・中学生対象※高校生可／尾﨑
（☎090-5515-3495）
★高幡俳句の会　
毎月第1金曜日13:00～16:30 ／高幡図書館な　

　ど

／初心者歓迎／月1,000円※指導あ　
　り／高幡（☎

591-3993）
★ブラボー金曜会～社交ダンス　
月4回金曜日10:30～12:30 ／松永ダンス教室
（豊田駅北口）／プロ教師のレッスンと会員
同士の自主練習あ　

　り／月3,000円※無料体験あ　
　り

／伊藤（☎090-5414-0195）
★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）
★日野空手同好会　
毎週日曜日15:00～17:00 ／高幡不動尊境内／
5歳以上対象※中高年者歓迎／ 6人／佐藤（☎
591-2720）
★墨蘭会～水墨画　
第1・第3木曜日14:00～15:30 ／多摩平の森ふれ
あい館な　

　ど／ 1回2,500円／丁
てい

（☎090-9392-6259）
★生涯学習～あけぼの会　
毎月第2水曜日10:00～12:00 ／高幡図書館な　

　ど

／生活の法律（民法）、時事法律講座※弁護士
の講話／ 6人／月1,200円／佐藤（☎591-2720）
★七七フルートサークル　
第2・第4金曜日10:00～11:30 ／中央公民館な　

　ど

／フルートアンサンブル／多少経験のある方
対象／月4,000円、コピー代別途※指導あ　

　り／

大森（☎080-3151-4463）
★ピュア豊田ダンスサークル　
毎週金曜日13:00～15:30 ／平山交流センター
な　
　ど／講習後自主練習あ　

　り／多少経験のある男性
対象／入会金1,000円、月3,000円※男性プロ
の指導あ　

　り／小川（☎080-5432-4974）
★社交ダンス～マミダンスサークル　
毎週日曜日13:00～15:00 ／平山交流センター
な　
　ど／初級／入会金1,000円、月3,500円※指導
あ　
　り／鈴木（☎042-635-6207）
★ギターを楽しむ会　
第4木曜日13:30～16:30 ／中央公民館高幡台
分室／演歌・童謡・クラシック・合奏／初心
者も歓迎／中村（☎592-5975）
★親子リトミック～ソレイユ　
毎月3回※実施日時はクラス別／豊田南地区
センターな　

　ど／ベビー・幼児リトミック／ 6カ
月～未就園児対象／年1,000円、月3,000円※
指導あ　

　り／詳細はソレイユHP参照／橋本（☎
080-6547-7795）
★ボーイスカウト日野2団　
①月2回日曜日…ビーバースカウト②月3回土
曜または日曜日…カブスカウト／①小学1・2
年生②小学3～5年生対象／女子も歓迎／見
学・体験あ　

　り／石塚（☎080-5502-4819）
★ヨーガを楽しむ会～心身ともに心地よくリ
フレッシュ　
月4回火曜日10:00～11:30 ／多摩平の森ふれ
あい館な　

　ど／月3,000円※無料体験あ　
　り／鴻

こう
野
の
（☎

587-5140）
★40代からの女性のやさしい筋トレ　
毎週火曜日13:40～15:00／生活・保健センター
な　
　ど／ 1回500円※体内測定、スムージー、ハー
ブティー付き／比嘉（☎070-5506-7039）
★ママ友ダイエットサークル　
毎週火曜日9:30～11:15、11:30～13:15 ／生活・
保健センターな　

　ど／ 20～40歳代の母親対象／
子連れ参加可／ 1回500円※体内測定、ハー
ブティー付き／立川（☎070-6516-5523）
★還暦軟式野球～日野オークス　
毎週水曜・木曜・土曜日…練習、試合／多摩
川グラウンドな　

　ど／ 58歳以上対象／見学歓迎
／戸羽（☎592-0738）
★俳句～七生の会　
毎月第3水曜日13:00～16:00 ／高幡図書館／
初心者歓迎／俳人指導あ　

　り／益本（☎591-1262）
★オカリナサークル～楽笛　
第2・第4火曜日13:00～14:30 ／中央公民館な　

　ど

／オカリナアンサンブル／初・中級者対象／
月3,000円※コピー代別途。指導あ　

　り／大森（☎
080-3151-4463）
★遊悠スケッチの会　
毎月1回／市民の森ふれあいホールな　

　ど／風景
のスケッチ／ 1回1,000円※指導あ　

　り／松本（☎
080-3123-4007）
★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）
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