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－６４６－８１２０）
★親子でＨＩＰＨＯＰダンス体験会　１２月４
日㈮１０：００～１０：５０／七ツ塚ファーマーズセン
ター／お子さま連れ可／１,０００円／ダンスク
ラブ ＧＲＯＯＴＨ （緯０８０－５８８４－７５４４）へ申

　 グ 　 ル 　 ー 　 ス 　

し込み
★都立七生特別支援学校～学習発表会　１２月
４日㈮・５日㈯９：３０～１５：００／同校（程久保）
／舞台・展示発表、作業班販売／同校（宇川
緯５９１－１０９５）
★介護職員初任者（２級ヘルパーと同等の資
格）研修　平成２８年１月１８日～４月８日の月
曜・水曜・金曜日／地域保健企画ビル（立川
市）／１８～６５歳対象／２４人／６５,８３０円／ヘル
パーステーションコスモス日野（緯５８７－６２９２
※平日９：００～１７：００）へ申し込み
★ひのケアマネ協議会個人会員募集　市内在
住のケアマネ募集／詳細は問い合わせを／居
宅介護支援事業所グラート（五嶋緯５８５－
６４８８）
★障害者の自立を支援するヘルパー募集　日
野市民たんぽぽの会（高幡）／週１回から可
／要ヘルパー２級以上／詳細は問い合わせを
／同会（うぃず緯５９９－７２９９）
★たかはた北保育園～職員募集　正職員保育
士、非常勤保育士（有資格・無資格）、正看護
師／年齢不問／勤務地は同園（高幡）／詳細
は問い合わせを／同園（前田緯５９１－５００３※
９：００～１６：００）
★日野第二保育園～保育士補助（無資格可）
募集　７：００～１２：００／同園（日野）／詳細は問
い合わせを／同園（三塚緯５８１－３７８８※９：００
～１６：００）
★ひの社会教育センターから　葛おいしいも
のがたくさん！北海道物産展…１２月４日㈮・
５日㈯葛クリスマスもお正月も楽しめる華や
かリースの寄せ植え…８日㈫／いずれも詳細
は問い合わせまたは同センター 参照／同セ
ンター（緯５８２－３１３６）
 

★唄の会　１１月１５日㈰・２２日㈰・２９日㈰１３：３０
から／七生福祉センター／浜千鳥、影を慕い
て、人生の並木道な

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★サザンラウンジハワイアンライブ　１１月１９
日㈭１８：４５から／サザンスカイタワー（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
★懐かしい歌・歌おう会　１１月２０日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、１２月
４日㈮…小規模多機能ホームさかえまち／
１０：３０～１１：５０／６５歳以上対象／１回５００円／
音楽療法士・小原（緯５９３－０５７３）
★美佐和クラブ作品展　１１月２１日㈯～２３日㈷
１０：００～１５：００／高幡台団地集会場（程久保）
／同団地住民の作品（洋裁、写真、書道、は
り絵、ホビークラフト）展／ 元 （緯５９１－８７６６）

もと

★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…１１月２１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

　
HP

もよおもよおしし

平）／１,０００円葛歌声喫茶…１１月２８日㈯１０：００
から…平山 季  重 ふれあい館、１４：００から…大和

すえ しげ

田地区センター／５００円／いずれも同会（久木
田緯０７０－５０２３－２０１２）
★スミレダンスパーティー　１１月２１日㈯１３：
３０～１６：００／新町交流センター／５００円／渡辺
（緯０９０－２４４７－２３２９）
★かしの木７期会ダンスパーティー　１１月２５
日㈬１３：３０～１６：００／新町交流センター／５００
円※飲み物・軽食付き／同会（鈴木緯５９１－
５４６７）
★自然とあそぼう　１１月２７日㈮１０：００～１１：３０
※雨天中止／さんぽっぽひろば（三中隣）／
山歩き、落ち葉拾い、工作な

ど／親子対象／レ
ジ袋２枚持参／日野どんぐりの丘幼児教室
（大和田緯５９２－４７６１）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　１１月２８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）
★笑栄会落語会発表会　１１月２８日㈯１３：００か
ら／中央福祉センター※直接会場へ／小泉
（緯５８６－０５４０）
★演歌サークル桜　１１月２９日㈰１８：１５～２０：００
／中央福祉センター／カナダからの手紙など
練習／１０人／指導あ

り／小池（緯０８０－５００５－
４４９４※平日１８：００以降）へ申し込み
★フリーマーケット兼東北大震災支援農産物
販売　１１月２９日㈰９：００～１５：００／富士電機体
育館（富士町）／佐藤（緯５８３－０８６８）
★ヒップホップダンス発表会　１１月２９日㈰１０：
００から／八王子クリエイトホール／ユー＆ミ
ーダンススクール（黒木緯０８０－５０７２－７０５６）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　１１月２２
日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあい館葛
わくわく大人のおはなし会～昔話を聞く…１１
月２９日㈰１４：００～１６：００／高幡図書館／いずれ
も直接会場へ／日野おはなしの会（田島緯５８３
－０８９６）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　１１月２９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）
★のんど会～朗読発表会　１２月５日㈯１４：００
から／多摩平の森ふれあい館※直接会場へ／
宮部みゆき「謀りごと」、佐野洋子「じゃあど
うする」など／多胡（緯５８４－５７８５）
★冬至トワイライトダンスパーティー～ステ
ップ・バイ・ステップ（社交ダンス）　１２月５日
㈯１６：３０～１９：３０／平山 季  重 ふれあい館／５００

すえ しげ

円※飲み物付き／福田（緯０９０－２７４８－７４８５）
 

★彩蘭会～水彩画展　１１月１７日㈫～２２日㈰
１０：００～１７：００／とよだ市民ギャラリー／長尾
（緯５８６－０３７５）
★パステルひの～パステル画展　１１月２４日㈫
～２９日㈰１０：００～１７：００／とよだ市民ギャラリ
ー／若松（緯５９２－１６５１）

美術・音美術・音楽楽

★ＴＡＭＡスケッチ同好会～水彩画スケッチ
展　１１月２４日㈫～２９日㈰１０：００～１７：００※２４日
は１２：００から／関戸公民館（多摩市）／齋藤
（緯５８１－２９５８）
★フォトサークルひの～写真作品展　１１月２６
日㈭～２９日㈰９：００～１７：００※２６日は１３：００か
ら／ひの煉瓦ホール（市民会館）／二羽（緯
０９０－３５５２－３２８５）
★立川市吹奏楽団ファミリーコンサート　１１
月２８日㈯１８：３０から／たましんＲＩＳＵＲＵ
ホール（立川市）／スターウオーズ、サウン
ドオブミュージックな

ど／１,２００人／同楽団（藤
田緯０４２－５２２－９０２６）
★ひのゴスペルコンサート２０１５　１１月２９日㈰
１５：００～１７：００／日野キリスト教会（大坂上）
／高橋（緯０９０－１４２７－４４８１）
★日野市民オーケストラ定期演奏会　１２月６
日㈰１４：００から／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／ベートーベン「交響曲第６番田園」、チャイ
コフスキー「交響曲第６番悲愴」／１,０００円／
能田（緯５８１－０１３８）
 

★ジュニアテニス講習会　１２月６日㈰９：００
～１２：００※予備日１２月１３日㈰／旭が丘中央公
園／テニス経験のある中学生対象／３０人／日
野市テニス協会（堀緯５９２－７３５０）へ申し込み
 

★ナイーブエンジェル　毎週火曜日１８：００～
２１：００※実施日は要相談／平山児童館な

ど／ダ
ンスレッスン／１２～２９歳の方対象／仲三商事
（仲田緯０８０－６５２３－４１０９）
★童謡の会こまくさ～童謡、唱歌、抒情歌、
話題の曲を楽しく歌いましょう　毎月第２・
第４水曜日１０：００～１１：３０／湯沢福祉センター
な
ど／入会金１,０００円、月２,０００円※体験見学あ

り

／藤田（緯５９３－３２５７）
★よさこい踊り～スコレーひの　毎週木曜日
１８：００～２０：００／新井地区センターな

ど／入会金
１,０００円、年３,０００円 ／ 最 知（緯０９０－１７８５－
１８２９）
★二・四そば打ちを楽しむ会　毎月第２・第
４金曜日９：００～１２：００／中央公民館高幡台分
室な

ど／５０～７０歳の方対象／先着３人／月５００
円、別途そば代１回６００円／館（緯５９２－３１９９）
★女声合唱グループ～コーロ・フィオレッテ
ィー　毎週火曜日９：３０～１２：００／勤労・青年
会館な

ど／発声練習、三部合唱／見学随時、指
導あ

り／田中（緯５９１－１４１３）
★カントリーラインダンス　月３回金曜日
１０：００～１２：００／平山 季  重 ふれあい館な

ど／月
すえ しげ

３,０００円※指導あ
り／青木（緯０９０－３８０１－１６９８）

★女声合唱団～アンサンブル・アイスフォー
ゲル　毎月第１・第３・第４金曜日１０：００～１２：
００／多摩平の森ふれあい館な

ど／ブラームス、
シューベルトなどを歌う／月５,０００円／弘重
（緯０９０－９８２３－９６１５）

スポースポーツツ

会員募会員募集集
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。
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「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。
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★イギリス英会話講座～初級クラス　１１月１５
日㈰・２９日㈰、１２月１３日㈰１３：００～１４：００／日野
南平キリスト教会（南平）／永井（緯５９３－０７５３）
★子育て講座～大人も楽しむ粘土　１１月１８日
㈬１５：００～１６：３０／平山台健康・市民支援セン
ター／１０人／１００円／栄光平山台保育園（緯
５９２－２３４５）へ申し込み
★健康太極拳高幡会　１１月１９日㈭・１２月３日
㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター葛多摩太
極 鞭  杆 の会…１２月３日㈭１６：００～１７：３０／東京

ベン ガン

至誠館道場（程久保）／棒を持って動く太極
拳／棒の貸し出しあ

り／いずれも西川（緯０９０－
６７９６－２１７８）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブから　葛自由おしゃ
べり会…１１月２１日㈯・２５日㈬・２７日㈮１０：００～
１２：００／生活・保健センターな

ど／１,５００円※会
場費別途葛英語を楽しく学ぶ体験会…１２月１
日㈫１９：００～２１：００／多摩平の森ふれあい館／
１０人／１,０００円／１１月２８日㈯までに申し込み
／いずれも同クラブ（緯５８２－８６９１）
★クリスマスソングを小型ハープで演奏しよ
う無料体験講座　１１月２２日㈰１５：００～１６：００／
万願寺交流センター／初心者対象※年配の
方、楽器未経験の方歓迎／３人／日野ハープ
の会（緯０９０－６０５３－２９５９）へ申し込み
★るんびにから　葛はじめてのお灸入門・冬
のお灸…１１月２５日㈬１３：３０～１４：４５／かなざわ
助産院（多摩平）／３,５００円葛薬膳おやつ講座・
冷えとり薬膳とセルフケア～おさつ大福、り
んごの塩麹デザート、大根飴湯…１１月２８日㈯
１４：００～１６：００／東部会館／３,８００円／いずれ
も佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★資本論第１巻を読む会　１１月２７日㈮１９：００
～２１：００／生活・保健センター／１,０００円※大
学生５００円、高校生無料／北村（緯０９０－９９５３
－２４５８）
★多摩友の会から　▶家事家計講習会～予算
生活、予定生活で生活上手に！…１１月２８日㈯
１０：００～１１：４５／４５０円▶料理講習会～洋風お
もてなし料理…１２月５日㈯１０：００～１３：３０／
２,８００円／いずれも多摩友の家（万願寺）／同
会（緯５８５－７００３）へ申し込み
★日野福祉の学校～講座＆交流会・傾聴の基
本と実技２　１１月２８日㈯１８：００～２０：３０／社会
教育協会（多摩平）／市民対象／２０人／８００円
／１１月２６日㈭までに同学校（槇島緯０８０－６５３７

講習・学習講習・学習会会

投稿のページ

１月１日号…１１月３０日（月）
１月１５日号…１２月１４日（月）
２月１日号…１２月２５日（金）
２月１５日号…１月１５日（金）

原稿締め切り日

－５６９２）へ
★学習会・憲法９条と安保関連法～戦争しな
い国であり続けたい　１１月２９日㈰１４：００から
／新町交流センター※直接会場へ／５００円／
日野市の今と未来を考える会（古荘緯５９２－
３８０６）
★カラオケ講習会　１２月２日㈬・１６日㈬１２：００
から／子犬のワルツ（日野本町）／同施設
（見雪緯５８３－３３７９）
★シニア・パソコン超初心者講座～あなたも
パソコンを始めませんか　１２月～平成２８年３
月２４日の毎週木曜日９：３０～１１：３０／豊田駅北
交流センター／１８人／月２,０００円／シニアネ
ットクラブ（小林緯０８０－３１７６－６２４０）へ申し
込み
★家族力がアップする！お産とオッサンの父
親学級　１２月６日㈰１３：３０～１５：３０／市民の森
ふれあいホール／妊産婦と夫対象※夫・妻の
みの参加可／３０人／５００円※託児は別途５００円
／子どもへのまなざし（緯０５０－３７２１－１９７３※
月曜～木曜日１３：００～１７：００）
★日野マジッククラブ～中高年のマジック講
習会　１２月９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
★異文化体験！オランダ人女性と本場のお菓
子ストロープワッフル＆クリスマスのお菓子
作り　１２月１２日㈯１３：４５～１６：１５／市民の森ふ
れあいホール／２,０００円※子供１,０００円／西村
（緯０８０－１４５５－３２９８）へ申し込み
★実践女子大学公開市民講座～女性の起業
（シゴト）と暮らしを考える　１２月１２日㈯１３：
００～１５：３０／同大学（大坂上）／先着２０人／申
込方法など詳細は問い合わせを／同大学（緯
５８５－８８１７）
 

★ミセス体操で運動不足解消しましょう　１１
月１６日㈪・３０日㈪…落川都営住宅地区センタ
ー、１８日㈬・２５日㈬…万願荘地区センター、
１９日㈭・２６日㈭…勤労・青年会館／１０：００から
葛ママのための代謝up＆ストレッチ…１１月
２０日㈮・２７日㈮９：４０から／新井地区センター
葛親子リトミック…１１月２０日㈮・２７日㈮１１：００
から／新井地区センター／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、福祉・
教育、労働相談など（要申込）　１１月１７日㈫・
２５日㈬１３：００から葛ゆったりハウス～お茶を
飲んで懇談して歌い仲間をつくる…１１月２１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）
★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　１１月２１日㈯１３：３０～
１６：００／福祉支援センター／同会（片岡緯０８０
－１２３８－５９６０）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　１１月２１日㈯１０：３０～１７：００／曙
第一ビル（立川駅北口）／高齢者歓迎／２,２００

ごあんなごあんないい

円／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）へ申し込み
★尚山会～謡いを始めてみませんか（梅若流）
１１月２１日㈯、１２月１９日㈯１４：００から／平山 季 

すえ

 重 ふれあい館／１回２００円／伊藤（緯０９０－
しげ

７２１４－３０３３）
★不登校を考える親と子の会　１１月２２日㈰
１３：３０～１６：３０／市民の森ふれあいホール／相
談、交流、情報交換な

ど／大森（緯０９０－３５３０－
４１２２）
★相続、遺言、生前贈与など暮らしの中での
無料法律相談（要申込）　１１月２２日㈰９：００～
１２：００／新町交流センター葛同電話無料相談
…１１月１５日㈰～２８日㈯１３：００～２０：００／いずれ
も行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）
★心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　１１月２２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）
★「小さき声のカノン」上映会　１１月２３日㈷
１０：００からと１４：００からと１７：００から／生活・保
健センター／８０人／１,３００円※前売り１,０００円
／有賀（緯０７０－６９６５－１４３５）
★健康チェック＆もの忘れチェック　１１月２６
日㈭１４：００～１５：３０／新井地区センター／血
圧・体脂肪・骨密度測定など／健康友の会日
野支部・東ブロック（ 保  泉 緯５８３－１１８６）へ申

ほ ずみ

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　１１月２８日㈯１０：００～１２：００／多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ／鈴木（緯０９０
－４０６６－０６６３※１８：００～２０：００）
★日野・市民自治研究所～中野昭人氏（市議
会議員）、波多野憲男氏（都市計画学）講演　１１
月２８日㈯１０：００から／東部会館／ゴミ焼却場
取り付け道路（問題）と都市計画／３００円／同
研究所（緯５８９－２１０６）
★月末なごみ中国茶会　１１月２８日㈯１０：００～
１１：００／多摩平の森ふれあい館／成人対象／
６人／１,０００円※指導あり。茶菓子付き／佐
藤（緯０９０－９３８４－０１２０）へ申し込み
★藤本流三味線・夕照会～３０周年記念発表会
１１月２９日㈰１０：００～１６：３０／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／民謡、合奏、踊りな

ど／川添（緯
５８３－９７３６）
★植物・昆虫ウオッチング～紅葉の高幡不動
からかたらいの路　１１月２９日㈰９：００京王線
高幡不動駅改札口集合、１４：００解散※雨天中
止／３００円※小・中学生１００円／昼食、飲み物、
筆記用具など持参／日野の自然を守る会（森
川緯０９０－２７６８－７９２９※１９：００以降）
★人体科学会公開企画～死と生と　１１月２９日
㈰１２：２０から／中央大学（八王子市）／椎名誠
氏、目黒考二氏による講演・対談など／２,２００
人／同大学経済学部中谷研究室（緯０４２－６７４
－３３７２）
★都立八王子東特別支援学校～道徳授業地区
公開講座・学校公開　１２月４日㈮９：３０～１１：
３５／同校（八王子市）／小学部・中学部・高
等部の授業参観、説明会な

ど／同校（福田緯０４２


