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入会／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）へ申し込み
★遺言書の作り方、相続、生前契約（成年後
見・尊厳死）など暮らしの無料相談会
２月２５日㈭１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館／相続・遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４
－５２０８）へ申し込み
★日野弦楽アンサンブル無料体験会
２月２７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／楽器をお持ちの経験者
の方対象／橋本（緯０５０－５８３２－８６６２）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ＴＯＭＯへどうぞ
２月２８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（緯５８９－４３９９）
★日野自動車グリーンファンド無料環境講演
会「人間活動と森林～過去から未来へ」
３月２日㈬１８：００～１９：３０／日野自動車本社大
ホール（日野台）／講師・森川靖氏（早稲田
大学名誉教授）／同ファンド（緯５８６－５３６９）
★バラン細工「葉蘭切り」展示会
３月４日㈮・５日㈯１０：００～１９：００／ひの煉瓦
ホール（市民会館）／富田（緯０９０－１１２６－
４３８８）
★キッズダンス体験会
３月９日～３０日の毎週水曜日１５：３０～１６：２０／
多摩平の森ふれあい館／ヒップホップダン
ス、ブレイクダンス／年中～小学校低学年対
象／初心者歓迎／１回５００円／ダンスクラブ
 GROOTH （緯０８０－５８８４－７５４４）へ申し込み
　グ　ル　ー　ス　

★平山城址・長沼公園歴史探訪ツアー～平山
城址と野猿峠の謎
３月１３日㈰１０：００平山城址公園駅前集合／４０
人／１,０００円／申込方法など詳細は問い合わ
せを／２月２９日㈪までに都立桜ヶ丘公園（緯
０４２－３７５－１２４０）へ
★日野第二保育園～午前中保育士補助（無資
格可）募集
勤務時間は７：００～１２：００／同園（日野）／詳細
は問い合わせを／同園（三塚緯５８１－３７８８※月
曜～金曜日９：００～１６：００）
★BeすけっとCookスタッフ募集
①配食（上田）…調理、配達②ゆいま～る食
堂（多摩平）…調理／詳細は問い合わせを／
同施設（緯５８５－０１３３）
 

★パンジーダンスパーティー
２月１８日㈭・２５日㈭１３：３０～１６：００／新町交流
センター／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く
２月２８日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ／日野おはなしの会（田島
緯５８３－０８９６）
★ハワイアンライブ
２月１９日㈮１８：４５から／サザンスカイタワー

もよおもよおしし

八王子（八王子市）／４,０００円※食事・飲み物
付き／リノ企画（滝瀬緯０９０－５５５１－３０００）へ
申し込み
★ハーモニーから
葛英語で歌おう（要申込）…２月２０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円葛サ
ロンライブ…２月２１日㈰１４：００から／サロン・
ド・ハーモニー（南平）／２,０００円葛歌声喫茶
…２月２７日㈯１０：００から…平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館、１４：００から…大和田地区センター／５００円
／いずれも同会（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★元気な音楽の広場
２月２６日㈮１３：３０から／七生福祉センター／
季節の歌、軽体操な

ど／おおむね６０歳以上対象
／５００円※指導あ

り／運動靴、飲み物持参／櫻
井（緯０９０－８０１０－２９００）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう
２月２７日㈯１４：００～１６：００／中央福祉センター
※直接会場へ／おおむね６０歳以上の方対象／
先着８０人／２００円／同ひろば（遠藤緯０９０－
９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
２月２８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
（粕谷緯５８６－７６９５）
★唄の会
２月２８日㈰１３：３０から／七生福祉センター／
春が来た、花嫁人形、星の流れにな

ど／金子（緯
５９２－３８６２）
 

★光の家新生園～手さぐりの作品展
２月１６日㈫～２１日㈰１０：００～１９：００※２１日は
１７：００まで／とよだ市民ギャラリー／視覚障
害者の作品展／同園（緯５８１－２３４０）
★手織り仲間の手織り展
２月２２日㈪～２４日㈬１０：００～１９：００※２２日は
１２：００から、２４日は１８：００まで／府中グリーン
プラザ分館（府中市）／マフラー、ショール、
帯な

ど／池ヶ谷（緯５８３－５００９）
★北の大地の手仕事展Ⅲアイヌ刺繍～加藤佳
美と和やかな４０人の仲間たち
２月２３日㈫～２８日㈰１１：００～１７：００／とよだ市
民ギャラリー／アトリエ・エム（加藤緯０９０－
２９０８－０７２２）
★一中吹奏楽部定期演奏会
３月６日㈰１３：００から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／同校（緯５８１－０００９）
 

★日野市ミニテニス協会～初・中級講習会
３月１３日㈰９：００～１２：００／南平体育館／初心
者歓迎／５００円／２月２９日㈪までに同協会（大

美術・音美術・音楽楽

スポースポーツツ

見緯５８６－７９１９）へ
 

★多摩平テニスクラブ
土曜・日曜日午前中／旭が丘中央公園な

ど／ゲ
ーム中心／入会金５,０００円、年１０,０００円／宮下
（緯５８７－５６７７）
★還暦軟式野球～日野オークス
多摩川グラウンドな

ど／毎週試合・練習あ
り／５８

歳以上の方対象／見学歓迎／戸羽（緯５９２－
０７３８）
★平山楽しく学ぶ英語クラブ
火曜日１０：００～１１：３０／平山 季  重 ふれあい館な

ど

すえ しげ

／初級対象／１回１,０００円※会場費別途／林
（緯０９０－３５０４－４６７７）
★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 （緯５８５
く せ

－２１１６）
★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／伊藤（緯５８３
－７７４３）
★三味線端唄サークル
第２・第４日曜日１０：００から／新町交流センタ
ーな

ど／三味線に合わせ端唄など短く簡単な江
戸の唄に親しむ／費用など詳細は問い合わせ
を／ HARU （緯０８０－６７２４－６２６６）

　 ハ 　 ル 　

★陶芸サークルあすなろ
月２回火曜日９：００～１２：００／中央公民館な

ど／
初心者歓迎／月１,０００円※指導あ

り／城戸（緯
５９３－７４０４）
★ピヨピヨクラブ
週２回／東部会館な

ど／保育（音楽リズム、製
作、季節の行事な

ど）／２～３歳児対象／入会
金３,０００円／詳細は問い合わせを／広瀬（緯
５８５－５６２６※１７：００以降）
★黎明太極会
月３回土曜日１０：００～１２：００／中央福祉センタ
ーな

ど／気功太極拳（８式、２４式、４８式）など／
初心者歓迎／月１,５００円※指導あ

り／岩下（緯
５８２－０６８０）
★ソフトボールチーム・ラビットゴールド～
一緒にソフトボールを楽しみましょう!
月５～６回／市内グラウンドで試合・練習／
年４,０００円／上野（緯０９０－７２７３－５５３１）
★中高年の邦楽バンド～グループ・ちゃれん
爺とおてん婆
毎月第１日曜日１３：００～１５：００／落川都営住宅
地区センターな

ど／三味線、琴、太鼓／月２,０００
円／斉藤（緯５９２－５１５７）
★トールペイントスタジオメルストニアン
活動時間は１０：３０～１２：３０、１３：３０～１５：３０※実
施日など詳細は問い合わせを／会員宅（万願
寺）／月１回２,０００円、２回４,０００円※材料費別
途／菊地（緯０５０－３５５６－１１７３）
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★穀菜食の会
２月１６日㈫１６：００～２０：００、３月１日㈫・１５日㈫
１０：００～１４：００／多摩平の森ふれあい館／穀物
を主食に野菜、海草、伝統調味料を使った体
に優しくおいしい料理※初級／１１人／１,５００
円／加藤（緯０９０－８５０４－３７５２）へ申し込み
★大正琴無料講習会
２月１７日～３月２日の毎週水曜日１５：００～１６：
３０／多摩平の森ふれあい館／貸し琴あ

り／飛田
（緯５８６－７１３２）
★英語おしゃべりクラブ～自由おしゃべり会
２月１９日㈮・２０日㈯・２４日㈬１０：００～１２：００／生
活・保健センターな

ど／１,５００円※会場費別途／
２月１６日㈫までに同クラブ（☎５８２－８６９１）へ
★パソコンの使い勝手を良くする保守・設定
の基礎
２月２２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（村上緯
０９０－６５０９－９０６０）へ申し込み
★介護教室でおなじみのリンパケアを学んで
みませんか？
２月２３日㈫１０：００～１１：３０／多摩五スペース
（多摩平）／５００円／ 来  住  野 （緯０９０－７２００－

き し の

５７２７）へ申し込み
★日野マジッククラブ初心者講習会～若い方
もどうぞ！
２月２４日㈬１４：００～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館／小倉（緯５８６－０３６７）へ申し込み
★るんびにから
葛マタニティのお灸ケア～冷えとり、むく
み、リラックス灸…２月２４日㈬１３：３０～１４：４５
／かなざわ助産院（多摩平）／１６週以降の妊
婦対象／３,５００円（資料代な

ど）葛東洋医学でス
キンケア～顔からカラダの体調を知る…２月
２８日㈰１３：３０～１５：００／新町交流センター／女
性対象／１,５００円／いずれも佐伯（緯０９０－
１１０３－０６０１）
★市民後見人についての無料勉強会
２月２５日㈭１４：００～１５：００／中央福祉センター
／市民対象／２０人／成年後見サポートひの
（小林緯０９０－５７８０－９６７７）へ申し込み
★源氏物語を読む会
２月２５日㈭１０：００～１１：３０／多摩平の森ふれあ
い館／１,０００円／日野稲門会（玉木緯０９０－

講習・学習講習・学習会会
４８４０－３２６１）へ申し込み
★資本論第１巻を読む会
２月２６日㈮１９：００～２１：００／生活・保健センタ
ー／労働日を読む／１,０００円※大学生５００円、
高校生無料／北村（緯０９０－９９５３－２４５８）
★日野市華道連盟～樹脂粘土を使って花ブロ
ーチ作り講習会
２月２８日㈰９：００～１２：００／中央公民館／先着
１０人／１,０００円／２月２０日㈯までに千田（緯
５８２－２０１６）へ
★中高年のお琴無料講習会
３月の毎週火曜日１０：００～１２：００、１３：００～１５：
００／三沢東地区センター／初心者…さくら、
中級者…六段／貸し琴あ

り／斉藤（緯５９２－
５１５７）
★１カ月間アメリカ人の先生の英語無料レッ
スン
３月の月曜～水曜日、金曜日午後／生活・保
健センターな

ど／３歳～高校生対象／各クラス
４人※年齢別クラス／保谷（緯５８７－７９８１）へ
申し込み
★健康太極拳高幡会
３月３日㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター
／気功八段錦と太極拳／５００円葛多摩太極 鞭 

ベン

 杆 の会…３月３日㈭１６：００～１７：３０／東京至誠
ガン

館道場（程久保）／棒を持って動く太極拳／
初心者歓迎／２,０００円／棒の無料貸し出しあ

り

／いずれも西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し
込み
★ソーシャル睦会金曜～社交ダンス講習会
３月の毎週金曜日１３：００～１６：００※１１日を除く
／勤労・青年会館※直接会場へ／タンゴ・ル
ンバ／経験者対象／２回１,０００円※プロの指
導あ

り／伊達（緯５８４－５９０５）
★東京光の家点字教室～点字であそぼう！
３月５日㈯１３：３０～１６：００／東京光の家（旭が
丘）／点字のゲームなどで楽しみながら点字
を覚える／２０人／同施設（緯５８１－２３４０）へ申
し込み
★日本の文化で楽しく運動～奴さん踊りの無
料体験
３月の毎週月曜日１３：００～１５：００／落川都営住
宅地区センター／足袋持参／藤間（緯５９２－
５１５７）
★じっくり描こう人物画
３～４月の第２・第４火曜日１３：００～１６：００／
社会教育協会ゆうりか（多摩平）／１５,３４４円
／スケッチブック、鉛筆など持参／同協会
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（緯５８６－６２２１）
★日野福祉の学校・講座＆交流会～今日から
始めるアンガーマネジメント
３月１２日㈯１８：００～２０：３０／社会教育協会（多
摩平）／１,５００円／３月６日㈰までに槇島（緯
０８０－６５３７－５６９２）へ
 

★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科
２月２０日㈯１０：３０～１７：００／曙第一ビル（立川
駅北口）／高齢者歓迎／２,２００円／尾崎（緯０９０
－５９９９－１０３３）へ申し込み
★日野精神障害者家族会から
葛交流会～情報交換、悩み相談などなんでも
…２月２０日㈯１３：３０～１６：００／福祉支援センタ
ー葛学習会～精神科のくすりについてＱ＆Ａ
…２月２７日㈯１３：３０～１６：００／生活・保健セン
ター※直接会場へ／いずれも同会（片岡緯０８０
－１２３８－５９６０）
★「１８歳からの選挙Ｑ＆Ａ」（全民研編、同時
代社刊）の編著者を囲む懇談会
２月２０日㈯１４：００～１６：００／中央図書館／３００
円／小川（緯５８２－３３６４）
★中央線沿線ウオッチング～相模湖駅・孫山
２月２１日㈰８：３０ＪＲ高尾駅２番線中央付近
集合、１５：００解散※荒天中止／やや健脚向き
／弁当、飲み物、筆記用具など持参／２００円※
小・中学生１００円／日野の自然を守る会（山本
緯０４２－６２１－０９３４※１９：００以降）
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会
２月２１日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
／行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）へ申
し込み
★癒やしのパステル画を描く会
２月２１日㈰１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあ
い館／荒川（緯０８０－６６４３－６９５２）
★ミセス体操～いつまでも若々しく
２月２２日㈪・２９日㈪…落川都営住宅地区セン
ター、１７日㈬・２４日㈬…万願荘地区センター、
１８日㈭・２５日㈭…勤労・青年会館／１０：００から
葛楽しく体を動かしたいママのためのママ体
操…２月１９日㈮・２６日㈮９：４０から／新井地区
センター／お子さま連れ可葛親子で一緒に楽
しく動きましょう…２月１９日㈮・２６日㈮１１：００
から／新井地区センター／未就園児と保護者
対象／いずれも倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）へ
申し込み
★日野生活と健康を守る会から
葛暮らしの何でも相談、共同墓地、遺言・相
続、教育などの相談会（要申込）…２月２３日
㈫、３月１日㈫１３：００から葛ゆったりハウス
…２月２０日㈯１０：００～１６：００／１００円／いずれ
もゆのした市民交流センター（日野本町）／
大木（緯０８０－８７２２－２２９６）葛小・中・高生の
勉強会…毎週木曜日は日野教室、毎週水曜日
は豊田教室／１７：００から／７００円※保護者は要

ごあんなごあんないい


