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★安心老後のための相続・遺言・成年後見な
ど暮らしに関する無料相談会　８月２４日㈪
１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい館／相続・

すえ しげ

遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４－５２０８）へ
申し込み
★ふれあいの森・ゆるやかな夜の茶話会～話
したい事柄を持ってきてください　８月２８日
㈮１９：００～２０：３０／ふれあいの森（市民の森ふ
れあいホール内）／１ドリンク制／同施設（西
畑緯８４３－２３８１※９：００～１８：００）へ申し込み
★東京光の家から　葛光の家オープンハウス
～見えない人のくらし…９月１２日㈯１０：００～
１６：００／同施設（旭が丘）※直接会場へ／アイ
マスク体験、歩行体験、点字体験な

ど葛無料コ
ンサート２０１５（要申込）…９月２６日㈯１５：００～
１７：００／ひの煉瓦ホール（市民会館）／出演・
光バンド／いずれも同施設（緯５８１－２３４０）
★玉城徹のことばの世界～短歌鑑賞　９～１２
月の第２日曜日１４：００～１５：３０／社会教育協会
ゆうりか（多摩平）／２,１６０円※指導あ

り／同協
会（緯５８６－６２２１）
★長沼公園キノコ観察会　９月１９日㈯９：３０
長沼駅前集合、１２：００解散※小雨実施／２０人
／５０円／申込方法など詳細は問い合わせを／
９月４日㈮までに都立桜ヶ丘公園（緯０４２－
３７５－１２４０）へ
★映画「わが母の記」上映会　９月２２日㈷①
１０：１５から②１３：１５から③１６：００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・日野ブロック映画上映会（緯
０５０－５５５８－５０２４※水曜～日曜日１４：００～２０：
００）へ
★不動産無料街頭相談会　９月２７日㈰１０：００
～１６：００／聖蹟桜ヶ丘駅西口ＯＰＡ前／東京
都宅地建物取引業協会南多摩支部（緯０４２－
３７２－８６２０）
★日野第二保育園～保育士、産休育休代替職
員、正職員募集　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）
★ホームヘルパー募集　介護職員初任者研修
修了者（ヘルパー２級）／詳細は問い合わせ
を／福祉カフェテリア（谷島緯５８２－７２９４）
 

★ひの切り絵サークル～作品展　９月５日㈯
まで１１：３０～１８：００※日曜・月曜日を除く／カ
フェ・シフォン（日野本町）／同サークル
（永瀬緯５８６－３３５３）
★日野の中学生５０人と高尾正子メッセージ展
～環境・生命・人間破壊に対する応戦　８月
２５日㈫～３０日㈰１０：００～１６：００／とよだ市民ギ
ャラリー／絵画／夏井（緯５８５－１５３８）
★ＭＵＳＩＣ　ＢＡＳＫＥＴ～障がい者・未
就学児可の気楽なコンサート　８月２９日㈯
１３：３０から／南大沢文化会館（八王子市）／モ
ーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジ
－ク」、ドビュッシー「小舟にて」など／１,０００
円※障がい者手帳をお持ちの方・未就学児７００

美術・音美術・音楽楽

円／飯野（緯０４２－６９１－４７９８）へ申し込み
★イマジンの会絵画展　９月１日㈫～６日㈰
１０：００～１７：００／とよだ市民ギャラリー／油
彩、水彩、アクリル画／溝部（緯５８３－８２３９）
★男声合唱団エルデ定期演奏会　９月６日㈰
１６：３０から／オリンパスホール八王子（八王子
市）／男声合唱組曲「雨」、日本の歌な

ど／１,０００
円／山本（緯０９０－４８４９－６９３６）
★Brass　Quintet高山流水による演奏会　
９月１１日㈮１９：００から／七生公会堂／金管奏
者６人のクラシック演奏／１,７００円※大学生
以下１,２００円／佐藤（緯０８０－９８２８－１７５９）
★出会いとふれあいの美術展　１２月４日㈮～
６日㈰／ひの煉瓦ホール（市民会館）／心身
に障害のある方とない方の合同作品展葛作品
募集…絵画、工芸、彫刻、書道、写真な

ど／市
内在住・在勤・在学者対象／１人３点まで／
１点５００円※障害のある方１点２００円／詳細は
問い合わせを／いずれもあかね工房（中村緯
５９２－３４０９）へ申し込み
 

★ゴルフ入門講座　８月３１日～１０月１７日の月
曜・火曜・土曜日１０：００～１１：１５※週１回７講
座／旭が丘ゴルフクラブ／成人対象／各クラ
ス１０人／１７,０００円※無料貸し出しクラブあ

り／
平山（緯０９０－２４１４－６６０４）へ申し込み
★日野市ソフトテニス連盟から　葛秋季個人
戦…９月６日㈰９：００～１７：００※予備日１３日㈰
／旭が丘中央公園／男子１部・２部・壮年、
女子１部・２部／１組２,０００円／８月３０日㈰ま
でに髭野（緯５８２－１９６４）へ葛講習会…９月１９
日㈯１３：００～１７：００／多摩平第１公園／３００円
※指導あ

り／西沢（緯５８２－２８３０※夜間）
 

★大正琴～ひまわり会　毎月第１・第３水曜
日１０：００～１２：００／東部会館な

ど／琴の無料貸し
出しあ

り／月３,０００円／今（緯０９０－８５５８－４００８）
★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／伊藤（緯５８４－３８２１）
★キッズダンス　毎週月曜日…平山 季  重 ふれ
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あい館、毎週木曜日…生活・保健センター／
１５：５０から／４～１０歳児対象／２カ月４,０００円
／渡辺（緯０９０－２２３６－１９１６）
★新婦人絵手紙～ヘタでいい、ヘタがいい　
第１・第３金曜日…谷仲山地区センター、第
１・第３土曜日…湯沢福祉センター／１０：００～
１２：００／月１,２００円／田代（緯５９３－４７４４）
★多摩南吹奏楽団　毎週日曜日午後または夜
間／東部会館な

ど／月２,５００円※学生２,０００円、
高校生１,０００円／詳細は同楽団 参照／山田
（緯５６９－７９４０）
★墨蘭会　毎月第１木曜日１４：００～１６：３０／多
摩平の森ふれあい館な

ど／水墨画／月１,５００円
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／丁長林（緯０９０－９３９２－６２５９）
★社交ダンス・かしの木７期会　毎週水曜日
９：３０～１１：３０／富士電機体育館（富士町）／
多少の経験者対象／見学歓迎／月２,５００円／
鈴木（緯５９１－５４６７）
★トールペイントスタジオメルストニアン　
１０：３０～１２：３０、１３：３０～１５：３０※実施日は問い
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）
★朗読サークルひの～朗読を学びボランティ
ア活動をしませんか！　毎月第１・第３木曜
日１０：００～１２：００／中央福祉センターな

ど／施設
での対面朗読、視覚障害の方のための音訳Ｃ
Ｄ作成※見学歓迎／入会金５００円、月５００円／
大髙（緯０８０－１０６４－８１６５）
★ソフトエアロビクス＆ストレッチ～日野ト
レーニングクラブ　毎週木曜日１４：１５～１５：１５
／南平体育館な

ど／入会金１,０００円、月２,０００円
※見学歓迎／比留間（緯５８６－３８５８※１８：００～
２０：００）
★楊名時太極拳日野　毎週水曜日１０：００～１１：
３０／生活・保健センターな

ど／八段錦、二十四
式太極拳な

ど／入会金１,０００円、月２,５００円※指
導あ

り／川上（緯５８３－７４３９）
★ジャムセッションクラブ～ハーモニー　毎
月第１・第３水曜日１３：００から、毎週金曜日
１８：００から、毎週日曜日１３：００から※日時は問
い合わせを／中央公民館な

ど／吹奏楽器の練習
※見学歓迎／遠藤（緯０９０－２９１０－９９９８）
★はじめてのヨガサークル～シャンティ　月
２～４回火曜日１０：００～１１：３０／新井地区セン
ターな

ど／若干人（先着順）／１回１,０００円※指
導あ

り／伊藤（緯０８０－５０７２－４１８８）
★ひこばえ短歌会　毎月第４金曜日１０：００～
１２：００／中央公民館高幡台分室な

ど／初心者歓
迎／月２,０００円※指導あ

り／古木（緯５９４－２１１８）
★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）
★初心者の太極拳サークル～藤之会　毎週火
曜日１３：３０から／七生福祉センターな

ど／初級
太極拳な

ど／初心者対象／５人／月３,０００円※
指導あ

り／仲町（緯５９３－０８５７）
★カラオケ同好会たいよう　毎月第３木曜日
１３：００～１７：００／大和田市民センター（八王子
市）など／５５歳以上の方対象／入会金５００円、３
カ月１,０００円／谷合（緯０８０－６７３０－０４７５）
★童謡・唱歌（新作も）を歌う会　毎月第１・
第３土曜日１３：３０～１５：３０※変更の場合あ

り／多
摩平の森ふれあい館な

ど／ピアノに合わせて斉
唱／月８００円／村田（緯０８０－３４９２－４０８０）
★ステップ・バイ・ステップ～社交ダンスラ
テン専科　毎週土曜日１３：００～１５：００／平山台
健康・市民支援センターな

ど／体験・指導あ
り／

入会金１,０００円、１回１,０００円※月会費制／福
田（緯０９０－２７４８－７４８５）
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★唄の会　８月１６日㈰・２３日㈰・３０日㈰１３：３０
から／七生福祉センター／アニーローリー、
夏は来ぬ、花嫁人形／金子（緯５９２－３８６２）
★カナリアの会～季節の歌、童謡を一緒に歌
いましょう　８月２０日㈭１０：３０～１１：４０／七生
福祉センター／５００円※指導あ

り／古沢（緯５９２
－０２０３）
★日野台自治会祭典～夏祭り　①８月２１日㈮
１９：００から②２２日㈯１３：３０から③２３日㈰１０：３０
から／日野台公園／①納涼踊り②③みこし・
山車巡行、模擬店な

ど／同自治会（小倉緯５８３－
１７４１）
★スミレダンスパーティー　８月２２日㈯１３：
３０～１６：００／新町交流センター／５００円／渡辺
（緯０９０－２４４７－２３２９）
★ゆかたざらい～唄と三味線、尺八で全国民
謡のつどい　８月２３日㈰１０：００～１６：３０／中央
福祉センター※直接会場へ／小野（緯５８６－
４５３７）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　８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（粕谷緯５８６－７６９５）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　８月２３
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）
★ハーモニーから　葛発声・歌唱指導（要申
込）…８月２６日㈬１０：００から／サロン・ド・ハー
モニー（南平）／講師・今村直子氏／２,５００円
葛大村剛士ライブ…８月２２日㈯１５：００から／
サロン・ド・ハーモニー（南平）／１,０００円葛歌
声喫茶…８月２９日㈯１０：００から…平山 季  重 ふ

すえ しげ

れあい館／５００円／いずれも詳細は問い合わ
せを／同会（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★元気な音楽の広場　８月２６日㈬１３：３０～１４：
４０／七生福祉センター／季節の歌、軽い体操
な
ど／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）
★懐かしい歌・歌おう会　８月２８日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、９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）
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★歌で楽しむ元気会　８月２６日㈬１０：３０～１１：
３０／七生福祉センター／季節の童謡、唱歌な

ど

／おおむね６０歳以上対象／５００円／小川（緯
５９２－６５１０）
★ちびっこクッキング～蒸しパン、きな粉棒
９月４日㈮１０：００～１２：００／さんぽっぽひろば
（三中隣）／保護者同伴／１００円／８月１７日
㈪・２０日㈭１０：００～１２：００に日野どんぐりの丘
幼児教室（緯５９２－４７６１）へ
 

★シニアのためのインターネット入門講座　
８月２４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
★資本論第１巻を読む会　８月２８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）
★英語おしゃべりクラブ～英語を楽しく学ぶ
方法講習会　８月２９日㈯１３：００～１５：００／新町
交流センター／１０人／１,０００円／８月２７日㈭
までに同クラブ（緯５８２－８６９１）へ
★夏の終わりの小さな夏祭り～ダウン症、自
閉症、発達障害の子供のためのお祭り　８月
３０日㈰①１０：３０～１３：３０②１５：００～１６：００／新町
交流センター／①小児はり・ケア体験会、ア
ートお絵描き体験…５００円②みんなで作った
ペープサート劇「夏至の夜の夢」…３００円※未
就園児無料／るんびに（佐伯緯０９０－１１０３－
０６０１）
★講習会～転倒予防に役立つ運動とセルフマ
ッサージ　８月３０日㈰１４：００～１６：００／多摩平
の森ふれあい館※直接会場へ／３００円／タオ
ル、飲み物持参／はっぴーらいふ（小林緯０９０
－９３８６－５３０３）
★体験会・植物と暮らす～自分だけのコロン
作り　９月１日㈫１０：００～１２：００／豊田南集会
所／５００円／横田（緯０９０－５７６６－５２３４）へ申
し込み
★楊名時八段錦・太極拳　９月３日㈭１３：３０～
１５：００／気功八段錦と太極拳／５００円葛多摩太
極 鞭  杆 講習会…９月３日㈭１６：００～１７：３０／棒

ベン ガン

を持って動く太極拳／２,０００円※棒の貸し出
しあ

り／いずれも東京至誠館道場（程久保）／
西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★都立南平高等学校～コンパクトデジカメ初
心者講座　９月２６日㈯、１０月３日㈯・３１日㈯、
１１月７日㈯９：３０～１２：００／同校（南平）／全
ての回に参加可能な都内在住・在勤の成人対
象／２０人／１,０００円／９月７日㈪までに同校
（阿部緯５９３－５１２１）へ
 

★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　８月１５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

講習・学習講習・学習会会

ごあんなごあんないい

★夏休み親子で楽しむ農作業と論語　８月１６
日㈰・２３日㈰・３０日㈰９：００～１１：００／日野の
寺子屋耕志苑（南平）／小学３～６年生と保
護者対象／１回５組／南平こども論語くらぶ
（緯５１１－４４００）へ申し込み
★ミセス体操～体力づくりと脳トレでいつま
でも元気で過ごしましょう　８月１７日㈪・２４
日㈪・３１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
／おおむね４０～７０歳代対象／倉橋（緯０９０－
５９９９－６６２８）へ申し込み
★不調改善のためのヨガ　８月１７日㈪１０：００
～１１：３０／市民の森ふれあいホール／５００円※
指導あ

り／飲み物、ヨガマット持参／原（緯０９０
－４２２２－５３６２）
★みんな集まれ！親子で遊ぼう！３Ｂたいそ
う　８月１７日㈪・２４日㈪９：４５～１０：４５、１０：５０
～１１：５０／新町交流センター／首すわり後の
乳児～未就園児と母親対象／５００円／３Ｂ体
操（山科緯０９０－５７８４－６５５８）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・相続などの相
談会（要申込）…８月１８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…８月２２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）
★俳句・七生の会　８月１９日㈬１３：００～１６：００
／七生公会堂／初心者歓迎※指導あ

り／益本
（緯５９１－１２６２）
★いつまでも健康で若々しく！楽しく体力を
つけましょう！　８月１９日㈬・２６日㈬９：１５～
１０：２０／七ツ塚ファーマーズセンター／筋力
アップのためのやさしい体操／おおむね３０～
６０歳の女性対象／３Ｂ体操（野口緯０８０－６５３８
－６０９１）へ申し込み
★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　８月２２日㈯１３：３０～
１６：００／福祉支援センター／同会（片岡緯０８０
－１２３８－５９６０）
★子ども自然体験活動～笑顔でキャンプ！　
８月２２日㈯８：３０～１７：００／檜原ファイト村
（檜原村）／川遊び、ソーメン流しな

ど／２,０００
円／８月２０日㈭までに同村（平緯０７０－６５１８－
７０６１）へ
★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料相
談会（要申込）　 ８月２３日㈰９：００～１２：００／
新町交流センター葛暮らしの電話無料相談会
…８月１５日㈯～２３日㈰１３：００～２０：００／いずれ
も行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）
★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　８月２３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）
★映画「石川文洋を旅する」自主上映会　８
月２３日㈰１４：００から／七生公会堂／高校生以
上対象／３００人／５００円／大沼（緯０９０－８７００－
６８６０）へ申し込み


