
●18広報　　　　第1358号  27．9．1市役所　代表緯 585－1111
死soudan@city.hino.lg.jp●19

★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場　９月１２日㈯１０：００から／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）
★地域で考える自然エネルギー～日野だから
こそできる小水力発電って？　９月１２日㈯
１４：００から／ひの市民活動支援センター／４０
人／５００円／岩下（緯０９０－１８５３－５４０９）
★「うまれるずっと、いっしょ」上映会＆神
原康弥氏講演会　９月１２日㈯１０：３０からと１４：
００から／新町交流センター／１,５００円※障害
者１,０００円、４歳～小学６年生５００円／つむぐ
プロジェクト（緯５９４－７７３０）
★平和のつどい～原水爆禁止世界大会報告と
元自衛隊レンジャー隊員・井筒高雄氏講演　
９月１３日㈰１３：３０から／生活・保健センター／
３００円／山本（緯５９３－１５１９）
★癒やしのパステル画を描く会　９月１３日㈰
１４：００から／多摩平の森ふれあい館／荒川（緯
０８０－６６４３－６９５２）
★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　９月１３日㈰
１１：３０から／平山 季  重 ふれあい館／１００円／ボ

すえ しげ

ランティアグループこすもす（緯５８９－４３９９）
★高幡不動駅前お掃除～日野掃除に学ぶ会　
９月１３日㈰６：００から※雨天実施／京王線高
幡不動駅前バスロータリー／小学生以上対象
／ 惟  住 （緯５９４－７７３０）

これ ずみ

★日野失語症者交流会「すずめ」～言語聴覚
士による集団訓練と交流　９月１３日㈰１０：００
から／平山 季  重 ふれあい館／８００円／９月７

すえ しげ

日㈪までに磯野（緯５８３－２７１４）へ
★彦五郎忌・新選組講演会　９月１３日㈰①１１：
００から②１４：００から／生活・保健センター／①
大昌寺にて法要②講演会／８０人／２,０００円／
佐藤（緯５８１－０３７０）
★のびのびサロン～空きビンを使ってワイヤ
ークラフトを楽しもう　９月１５日㈫１３：３０か
ら／コープ日野駅前店（栄町）※直接会場へ
／コープみらい東京都本部参加とネットワー
ク推進室（緯０３－３３８２－５６６５）
★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの
交流会　９月１６日㈬１０：００から／中央福祉セ
ンター／情報交換、悩みの共有な

ど／同会（緯
０８０－８４２６－８６３５）
★健康ヨガ体験レッスン　９月１６日㈬・３０日
㈬１３：３０から／東部会館／女性対象／各日先
着７人／各回５００円／よがす～る（舘野緯０８０
－４８３２－２２１３）へ申し込み
★ヒーリング体験会　９月１９日㈯１４：００から
／多摩平の森ふれあい館／成人対象／１５人／
５００円／小林（緯０８０－３２０５－０３７１）へ申し込み
★ＡＥＲＡ編集長浜田敬子氏講演会　９月２１
日㈷１４：３０から／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／９月５日㈯までに多摩西部朝日会（緯０５０－
５５５８－５０２４※水曜～土曜日１４：００～２０：００）へ
★万葉集と枕草子　９月２４日～１２月１０日の毎
月第２・第４木曜日１０：００から／社会教育協会
ゆうりか（多摩平）／１１,０１６円／同協会（緯
５８６－６２２１）

★月末なごみ中国茶会　９月２６日㈯１０：００か
ら／多摩平の森ふれあい館／成人対象／６人
／１,０００円※茶菓子付き／佐藤（緯０９０－９３８４
－０１２０）へ申し込み
★鹿島台・みなみが丘・三井台・高幡ガーデ
ン５４四自治会合同防災訓練　９月２６日㈯１０：
００から／鹿島台地区広場／初期消火訓練、通
報訓練な

ど／鹿島台自治会（鷹取緯５３７－８６０６）
★秋の子どもの本まつり　９月２７日㈰１０：００
から／多摩平の森ふれあい館／おはなし会、
１日ミニ図書館な

ど／日野・子どもと本の出会
いの会（加藤緯５９２－２０１９）
★視覚障害者による無料マッサージ奉仕　９
月２７日㈰９：００～１１：００のうち３０分／中央福祉
センター／５０歳以上の方対象／日野市視覚障
害者協会（木村緯５９４－１５２４）へ申し込み
★明星大学貴重書コレクション展～ペリー、
リンカーン、ケネディの挑戦　９月３０日㈬ま
での９：００～１７：００／同大学（程久保）／開館
日、申込方法など詳細は問い合わせを／同大
学図書館（緯５９１－５１０４）
★ひの社会教育センターから　葛骨盤調整ピ
ラティス…９月７日㈪葛１歳児親子体操…８
日㈫・１５日㈫葛いきいき健康体操…１１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）
 

★たまダンスサークル・火曜会～社交ダンス
パーティー　９月の毎週火曜日１３：００から※
２２日を除く／ひの社会教育センター（多摩平）
※直接会場へ／１回５００円／同会（辻 聰 緯５８７

あきら

－１８３４）
★南平熊野神社のお祭り　９月５日㈯１３：３０
から、６日㈰１０：００から／子供ゲーム、模擬店、
みこし巡行（６日のみ）など／清水（緯５９１－４８００）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…①９月５日㈯９：３０からと１１：００から／
１,０００円葛歌声喫茶…②９日㈬１４：００から③１２
日㈯１０：００から／５００円葛山田剛史、久木田薫
クラシックコンサート…④９月２１日㈷１３：３０
から／２,０００円／いずれも①②サロン・ド・ハ
ーモニー（南平）③市民の森ふれあいホール
④ひの煉瓦ホール（市民会館）／同会（久木
田緯０７０－５０２３－２０１２）
★すみれダンスパーティー　９月５日㈯・１９
日㈯１３：３０から／新町交流センター／５００円／
渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★ひのボールルームダンス協会土曜会ダンス
パーティー　９月の毎週土曜日１９：００から／ひ
の社会教育センター（多摩平）※直接会場へ／
月１,０００円／同会（佐々木緯０８０－５０７７－５３５４）
★日野どんぐりの丘幼児教室から　葛人形劇
会「３枚のお札」…９月７日㈪１１：００から葛公
開見学会…１４日㈪～１７日㈭／１０：００から／い
ずれもさんぽっぽ広場（三中隣）／保護者同
伴／同施設（緯５９２－４７６１）
★パン作り体験　９月８日㈫９：３０から／た
かはた北保育園（高幡）／詳細は問い合わせ
を／同園（前田緯５９１－５００３※月曜～金曜日

　
HP

もよおもよおしし

９：００～１６：００）へ申し込み
★フリーマーケット　９月１２日㈯１０：００から
※雨天中止／クレア・ホーム＆ガーデン（日
野本町）／出店者募集※出店料無料／同施設
（緯５８２－１３１３）
★唄の会　９月６日㈰・１３日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／故郷な

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★村上先生と楽しく歌う会　９月１２日㈯１３：
３０から／南平駅西交流センター／叙情曲、唱
歌な

ど／８００円／内川（緯５９２－５２８４）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　９月１２日㈯１４：００から／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（緯
０９０－９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★フリーマーケット出店者募集　９月１３日
㈰、１０月１１日㈰９：００から※雨天中止／高幡
不動尊境内／２,０００円／リサイクル運動友の
会（緯０９０－３２２２－５０６０）
★日野キッズゴスペル　９月１３日㈰１３：３０か
ら／日野キリスト教会（大坂上）／３歳～小
学生対象／遠藤（緯０８０－４１５４－６１６８）
★元気な音楽の広場　９月１８日㈮１３：３０から
／七生福祉センター／おおむね６０歳以上の方
対象／５００円※指導あ

り／飲み物、運動靴持参
／櫻井（緯０９０－８０１０－２９００）
★カナリアの会　９月１９日㈯１３：３０から／七
生福祉センター／季節の歌な

ど／５００円※指導 
あ
り／飲み物持参／古沢（緯５９２－０２０３）
★昭和歌謡カラオケをみんなで一緒に歌う会
９月１９日㈯１０：００から／４００円葛うたごえinひ
の…９月１９日㈯１３：３０から／８００円／いずれも
勤労・青年会館／前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★スロー＆クイックダンスパーティー　９月
２０日㈰１３：３０から／新町交流センター※直接
会場へ／レディース席・トライアル・ミキシ
ングあ

り／５００円／大久保（緯０８０－８８７０－６７７２）
★さくら杯カラオケ大会～視聴者募集　９月
２２日㈷１４：００から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／２００人／演歌サークル桜（小池緯０８０－
５００５－４４９４※１９：００以降）
★日野四季の会ダンスパーティー　９月２３日
㈷・２７日㈰１３：００から／新町交流センター／３０
人／５００円／川畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
 

★若杉禎宏～町の記憶・油彩展　９月８日㈫
～２６日㈯９：００～１７：００※１４日・２４日は除く、
２６日は１５：００まで／日野宿交流館／若杉（緯
５８３－１２４３）
★アフタヌーンコンサート　９月６日㈰１４：
００から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／安養
寺（緯５８１－３６２４）
★彩友会絵画作品展　９月８日㈫～１３日㈰
１０：００～１７：００※１３日は１６：００まで／とよだ市
民ギャラリー／門倉（緯５８３－０１２５）
★フォトサークルふれあい１０～写真展　９月
１０日㈭～１３日㈰９：３０～１８：００※１０日は１４：００
から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／鈴木
（緯５８１－４２２０）

美術・音美術・音楽楽
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★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
９月の毎週月曜～木曜日午前／多摩平の森ふ
れあい館な

ど／初・中級対象／５００円／高岡（緯
５８１－７９２７）へ申し込み
★中高年の三味線無料体験講習会　９月の毎
週金曜日１３：００から／落川都営住宅地区セン
ター／初心者…黒田節、中級者…松の緑／貸
し楽器あ

り／斉藤（緯５９２－５１５７）
★日野マジッククラブ～手品を始めてみませ
んか　９月５日㈯・１６日㈬１４：００から／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　葛親子食育講座…９月６日
㈰１０：００から／東部会館／３,８００円※子供は別
途８００円葛小児はり体験とパパ・ママのお灸ケ
ア体験…９月６日㈰１３：３０から／東部会館／
５００円葛ママ講座…９月９日㈬１３：３０から／か
なざわ助産院（多摩平）／３,０００円／いずれも
佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★日本舞踊夏期体験育児中の母親講座　９月
の毎週日曜日１３：００から／落川都営住宅地区
センター／稽古…藤娘／未経験者対象／１回
５００円／藤間（５９２－５１５７）
★中高年のお琴無料体験講座　９月８日～２９
日の毎週火曜日１０：００からと１３：００から／三沢
東地区センター／初心者…さくら、経験者…
六段の曲／森（緯５９２－５１５７）
★市民による社会・経済研究会～アジアの世
界経済への統合　９月１２日㈯・１９日㈯１４：００か
ら／ひの煉瓦ホール（市民会館）／１,０００円／
増田（緯５８５－１５８５）
★家族のために作りたい和食　９月１２日㈯
１０：００から／多摩友の家（万願寺）／先着１６人
※託児あ

り／１,８００円／同施設（大橋緯０８０－
３２００－７４４５）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブ～初級実践基礎英語
９月１２日から隔週土曜日１３：００から／多摩平
の森ふれあい館な

ど／１０人／１３,０００円（１０回）、
テキスト５,０００円／９月１０日㈭までに同クラ
ブ（緯５８２－８６９１）へ
★シニアのためのインターネット入門講座　
９月１４日㈪１３：００から／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
★お華炭つくり体験講座　９月１３日㈰１０：００
から／ひの市民活動支援センター※雨天中止

講習・学習講習・学習会会

投稿のページ

１０月１５日号…９月１１日（金）
１１月１日号…１０月１日（木）
１１月１５日号…１０月１５日（木）
１２月１日号…１１月２日（月）

／市民フェア・プレイベントスタンプラリー
参加／先着１０人／３００円※会員と家族無料／
ひの炭やきクラブ（中島緯０９０－６１２３－１８７１）
へ申し込み
★短文作成ワークショップ　９月１３日㈰１３：
３０から／中央公民館／２０人／東京ファシリテ
ーションクラブ日野（向山緯０９０－４８４９－３４２２）
★楊名時八段錦・太極拳　９月１７日㈭１３：３０か
ら／七生福祉センター／５００円／西川（緯０９０
－６７９６－２１７８）へ申し込み
★実践女子大学公開市民講座～暮らしをとら
えなおす　９月２６日㈯１３：００から／イオンモー
ル多摩平の森／８０人／同大学（緯５８５－８８１７）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・学習会　９月２７日㈰１３：３０から／平山
台健康・市民支援センター／２０人／５００円／宮
崎（緯０８０－５４５４－２３７６）へ申し込み
★ひのボールルームダンス協会社交ダンス初
心者講習会　１０・１１月の毎週土曜日９：００から
※１０月３１日を除く／ひの社会教育センター
（多摩平）／初心者対象／２０人／２カ月１,０００
円／同協会（粕谷緯５８６－７６９５）へ申し込み
★日野自動車グリーンファンド～炭焼き体験
１０月３日㈯１０：００から／みなと区民の森（あき
る野市）／３０人／９月１５日㈫までに同ファン
ド（本田緯５８６－５３６９）へ
 

★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・相続などの相
談会…９月１日㈫・８日㈫・１５日㈫／１３：００か
ら／ゆのした市民交流センター（日野本町）
／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）へ申し込み葛小・
中・高生の勉強が楽しくなる会…毎週木曜日
は日野教室、毎週水曜日は豊田教室／１７：００
から／月７００円※保護者は要入会／安藤（緯
０８０－３０１６－７９９１）へ申し込み
★ミセス体操　９月２日㈬・３日㈭・７日㈪・
９日㈬・１０日㈭・１４日㈪１０：００から／万願荘地
区センターなど／おおむね４０～７０歳代対象葛
ママのための代謝up＆ストレッチ…９月４
日㈮・１１日㈮９：４０から／新井地区センター葛
親子リトミック…９月４日㈮・１１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
★地域交流スペースひだまり～ゆったり体
操・脳トレ、お茶を飲みながらのんびり　９
月２日㈬・１６日㈬１０：３０から／下田地区センタ
ー／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★ママと一緒に楽しく遊ぼう！　９月２日
㈬・１６日㈬・３０日㈬①１０：３０から②１１：３０から
／七ツ塚ファーマーズセンター／親子体操、
ベビーマッサージな

ど／①未就園児と保護者②
乳児と保護者対象／３Ｂ体操（野口緯０８０－
６５３８－６０９１）へ申し込み
★バスケットボール体験会　９月５日㈯９：
３０から／五小※直接会場へ／飲み物、タオ
ル、運動靴持参／衛藤（緯５８３－０４７６）
★よさこい踊りませんか！　９月の毎週木曜
日１８：００から／新井地区センター／１０人／最

ごあんなごあんないい

知（緯０９０－１７８５－１８２９）へ申し込み
★ホッとスペースＴＯＭＯの湯～心病んでい
る方お茶でも飲みながらゆっくりしませんか
９月の毎週木曜日１３：００から／湯沢福祉セン
ター／５０円／ボランティアグループかたつむ
り（緯０８０－３４８２－６１９２）
★不調改善のためのヨガ　９月４日㈮１０：００
からと１３：３０から、１１日㈮１０：００から、１４日㈪
１３：３０から、１８日㈮１０：００から／会場は問い合
わせを／５００円※指導あ

り葛誰でもできるかん
たんヨガ体験会…９月３０日㈬１０：００から／イ
オンモール多摩平の森／４５人／１,０００円※指
導あ

り／いずれも原（緯０９０－４２２２－５３６２）へ申
し込み
★生前贈与、相続、遺言などの無料相談会（要
申込）　９月５日㈯９：００から／新町交流セン
ター葛同無料電話相談…９月１日㈫～１４日㈪
１３：００～２０：００／いずれも行政書士・望月（緯
０７０－５４６７－２７５７）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　９月５日㈯１０：３０から／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
★田村操とドラマチックの仲間たち～ドラマ
チックリーディング教室発表会　９月６日㈰
１３：３０から／多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ／ひの社会教育センター（緯５８２－３１３６）
★社交ダンス自主練習の会Ｍ＆Ｔ　９月の毎
週日曜日１８：００から／東部会館／１回５００円／
岩崎（緯５５８－３９６９）
★杉野幼稚園～公開保育、入園説明会　９月
７日㈪・８日㈫９：４５から…公開保育、１１：００
から…入園説明会／同園（百草）※直接会場
へ／同園（緯５９１－３５１５）
★発達相談会　９月８日㈫１０：００～１５：００のう
ち３０分／クリッパーズ（旭が丘）／言語聴覚
士、看護師による相談／保護者対象／１０人／
ひの・I－BASYO（緯５１４－９８１３）へ申し込み
★がんカフェひの　９月９日㈬１０：００から／
市立病院／交流、情報交換な

ど／酒井（緯０８０－
１１４４－２４４８）
★ひよこハウス多摩平～体験保育　９月１０日
㈭・１１日㈮…２歳クラス、２４日㈭・２５日㈮…
１歳クラス／９：００から／同園（多摩平）／各
クラスの親子対象／１日３組／同園（ 梶  谷 緯

かじ や

５８２－８８６１）へ申し込み
★日野精神障害者家族会・家族相談　９月１０
日㈭１３：００からと１５：００から／ひの市民活動支
援センター／家族対象／同会（片岡緯０８０－
１２３８－５９６０）へ申し込み
★美養体操（骨盤体操など）しませんか？　
９月１１日㈮１３：３０から、２５日㈮１０：００から／多
摩五スペース（多摩平）／３０歳代以上の女性
対象／ 来  住  野 （緯０９０－７２００－５７２７）

き し の

★パソコン・スマートフォン・携帯電話なん
でも相談とワンポイント・レッスン　９月１４
日㈪・２８日㈪１３：００からと１４：００から／京王ほ
っとネットワーク（京王高幡ＳＣ内）／各日６
人／３０分まで１,０００円※個人指導／多摩ＩＴ
普及会（吉野緯０９０－９８４０－７８１０）へ申し込み

原稿締め切り日

「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。


