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を／同園（三塚緯５８１－３７８８※月曜～金曜日
９：００～１６：００）
★日野保育園（新町）～介助担当募集　９：００
～１６：００／詳細は問い合わせを／同園（野原緯
５８１－０２４９）
★ひの社会教育センター～ココロゆさぶる体
験にであおう！１泊キャンプ　８月２４日㈪か
らと２５日㈫からと２６日㈬から／年長～小学４
年生対象／費用など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）
 

★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…７月１８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円葛歌声喫茶…７月２５日㈯１０：００
から／平山 季  重 ふれあい館／５００円葛柏木も

すえ しげ

とひろ弾き語りライブ…７月１９日㈰１４：００か
ら／サロン・ド・ハーモニー（南平）／１,５００
円／いずれも詳細は問い合わせを／同会（久
木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★昭和歌謡カラオケをみんなで一緒に歌う会
７月１８日㈯１０：００～１２：３０／４００円葛うたごえ
inひの…７月１８日㈯１３：３０～１６：３０／８００円／
いずれも勤労・青年会館※直接会場へ／前田
（緯０９０－８８１１－４０１２）
★唄の会　７月１９日㈰・２６日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／金子（緯５９２－３８６２）
★歌で楽しむ元気会　７月２２日㈬１０：３０～１１：
３０／七生福祉センター／季節の童謡、唱歌、
懐メロな

ど／５００円／小川（緯５９２－６５１０）
★さんぽっぽひろば遊び場開放　７月２３日
㈭・２７日㈪・３０日㈭１０：００～１２：００／同ひろば
（三中隣）／チームまじょの朗読劇、お兄ち
ゃん先生と遊ぼう、エプロンママさんのカッ
プシアター／保護者同伴／日野どんぐりの丘
幼児教室（大和田緯５９２－４７６１）
★懐かしい歌・歌おう会　７月２４日㈮…特別
養護老人ホームマザアス日野（万願寺）、８月
７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）
★ぴちぽち童謡コンサート　７月２４日㈮１４：
００～１６：００／七生公会堂／ぴちぽちの会（石川
緯５９１－０８０３）
★平山自治会連合会盆踊り大会　７月２５日㈯
１９：３０～２２：００、２６日㈰１９：００～２１：３０／平山城
址公園駅前／同会（根津緯５９１－４１２８）
★万願寺子ども会・みかど連～盆踊り大会　
７月２５日㈯１７：００～２０：３０※雨天の場合は２６日
㈰／大木島自然公園／模擬店あ

り／市川（緯５１９
－５５９６）
★日野四季の会ダンスパーティー　７月２５日
㈯１３：００～１６：００／新町交流センター／５００円
※飲み物付き／川畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　７月２５日㈯１４：００～１６：００／中
央福祉センター※直接会場へ／おおむね６０歳

　
HP

もよおもよおしし

以上の方対象／先着８０人／２００円／同ひろば
（緯０９０－９８２５－３４２１※月曜～金曜日１９：００～
２１：００）
★都営平山４丁目アパート自治会夏祭り　７
月２５日㈯・２６日㈰１４：００～２０：００／同アパート
集会所付近／模擬店、子供みこし／谷野（緯
０８０－５４５６－３９４４）
★うたごえ・まある　７月２６日㈰１３：００～１６：
００／ゆのした市民交流センター（日野本町）
※直接会場へ／４０人／６００円※飲み物付き／
江上（緯０９０－５５６４－９８１８）
★わくわくおはなし会～昔話を聞く　７月２６
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）
★ビートルズサークルＪＯＨＮ　７月２６日㈰
／万願寺交流センター／ビートルズのＤＶＤ
視聴、ギター演奏／２０人／小池（緯０８０－５００５
－４４９４）へ申し込み
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー　７月２６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）
★多摩平第七公園盆踊り　８月１日㈯１６：００
～２１：００／同公園／交通安全教室、模擬店な

ど

／同盆踊り実行委員会（梅田緯５８６－６１５０）
★うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種をとばそ
う　８月２日㈰１３：３０～１６：３０／勤労・青年会
館※直接会場へ／８００円※飲み物付き／同喫
茶たんぽぽ実行委員会（鈴木緯５８１－３４４１）
 

★虹の会作品展～水彩、油彩、パステル　７
月２２日㈬～２６日㈰１０：００～１７：００※２２日は１３：
００から、２６日は１５：３０まで／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／堤（緯５９３－４５４２）
★音楽工房くら企画連続演奏会～レクイエム
８月１日㈯１８：３０から／東京オペラシティ（新
宿区）／宇賀神（緯０９０－６０３８－２７０８）
 

★ジュニアアーチェリー講習会　８月１日㈯
～１１月８日㈰９：００～１２：００※実施日は問い合
わせを／南平体育館／初心者講習※１日体験
可／市内在学の小学生～高校生対象／５０人程
度／用具は貸与／伊藤（緯５９２－４４７１）
★日野市レディースダブルスオープン卓球大
会　９月１１日㈮９：００から／市民の森ふれあ
いホール／女子ダブルス／１ペア２,０００円／
申込方法など詳細は開催要項（市民の森ふれ
あいホール、南平体育館にあり）を参照／８
月１０日㈪までに日野市卓球連盟（最知緯０９０－
１７８５－１８２９）へ
 

★ 端  唄 ～桃の会　毎月第２・第４日曜日１０：００
は うた

美術・音美術・音楽楽

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。

～１１：００／新町交流センターな
ど／三味線にあ

わせて歌う／指導あ
り／初心者歓迎／ハル（緯

０８０－６７２４－６２６６）
★虹乃会　毎月１回お茶を飲みながら健康と
生活の関わりについておしゃべり／女性対象
／名倉（緯５９４－５４０８）
★歌謡サークルたんぽぽ　毎月第１・第３火
曜日１３：３０からと１５：３０から／南平西交流セン
ターな

ど／月１,５００円※指導あ
り／阿川（緯０８０－

６５８０－３５０３）
★社交ダンス～踊ろう会　毎週火曜日１３：００
から／草間レクホール（八王子市）／６０歳以
上の初心者対象／月５,０００円／小池（緯５８１－
１９３１）
★ピュア豊田～ダンスサークル　毎週金曜日
１３：００～１５：００／平山 季  重 ふれあい館な

ど／男性
すえ しげ

の経験者対象／若干人／入会金１,０００円、月
３,０００円／小川（緯０８０－５４３２－４９７４）
★高幡俳句会　毎月第１金曜日１３：００から／
高幡図書館な

ど／初心者歓迎／月１,０００円※指
導あ

り／上原（緯５８１－３４５４）
★落川元氣空手道　毎週月曜日１７：３０～１８：４０
…小学生以下対象、１８：５０～２０：１５…中学生以
上対象／落川地区センターな

ど／体験歓迎／入
会金２,０００円、月３,０００円／長谷川（緯５９２－
０６３１）
★仲田ラジオ体操会　４月～１１月１４日の毎日
６：０５～６：５０、１１月１５日～３月の毎日６：２５
～６：５０／市民陸上競技場な

ど／ラジオ体操、
中国体操な

ど／鈴木（緯５８１－２７１１）
★アメリカ人の先生の英語サークル　毎週月
曜～水曜日と金曜日午後／多摩平の森ふれあ
い館な

ど／年齢別クラス／各クラス４～８人／
講師謝礼あ

り／保谷（緯５８７－７９８１）
★社交ダンス～エポックⅢ　毎週金曜日１０：
００～１２：００／中央公民館な

ど／中級程度対象※
男性歓迎／入会金１,０００円、月２,０００円／馬場
（緯５８１－０８７５）
★日野手品サークル　毎月第２・第４火曜日
１９：００～２１：００／多摩平の森ふれあい館な

ど／初
心者歓迎／入会金１,０００円、月１,５００円※指導あ

り

／大塚（緯０９０－３０９３－４９６１）
★エンジェルダンスクラブ　毎週水曜日１５：
００～１６：００…幼児～小学校低学年対象、１６：００
～１７：００…小学校高学年対象／南平西交流セ
ンターな

ど／２,０００円※指導あ
り／橋本（緯０９０－

８６４４－０４８６）
★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／楷書、
行書、草書な

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
－２１１６）
★バドミントン～木曜会　毎週木曜日９：００
～１２：００／南平体育館な

ど／入会金１,０００円、１
回３００円／新井野（緯０９０－５３３４－５２４６※１９：００
以降）
★バドミントン～フェニックス　毎週土曜日
１３：００～１７：００／南平体育館な

ど／月１回指導あ
り

／中級者以上対象／入会金１,０００円、月２,０００
円／緒方（緯５９４－０２６２）
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★簡単アロマクラフト講座～体にやさしい虫
（蚊）よけスプレーづくり　７月１６日㈭１０：３０
～１１：３０／ラスパパス（高幡）／１０人／８００円／
日野ひかり夢工房（平本緯０９０－９００２－９９７６）
へ申し込み
★るんびにから　葛女性と子供のための東洋
医学講座～生活に役立つ夏の過ごし方と食事
…７月１９日㈰１３：３０～１５：００／新町交流センタ
ー／１,５００円葛ママ講座～産後ママのお灸セ
ルフケア…７月２２日㈬１３：３０～１４：４５／かなざ
わ助産院（多摩平）／３,５００円／これから母に
なる～産後１年６カ月の女性対象／いずれも
佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★日野市美術連盟から　▶絵画特別研究会…
７月２０日㈷９：３０～１７：００／１,５００円葛絵画夏
季講習会…８月１日㈯・２日㈰９：３０～１７：００
／各日１,５００円／いずれも生活・保健センター
※直接会場へ／女性（着衣）を描く／初心者
歓迎／絵画用具、昼食持参／同連盟（林緯５９２
－８３３６）
★資本論第１巻を読む会　７月２４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）
★お華炭つくり体験講座　７月２６日㈰１０：００
～１６：００／ひの市民活動支援センター※雨天
中止／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
★初歩のパソコンなんでも相談　７月２７日㈪
１２：００～１６：００／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
★日野マジッククラブ～手品を始めてみませ
んか　８月１日㈯・１９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
★親子で体験するはじめての特撮ムービー　
８月２日㈰９：００からと１３：００から／ひの煉瓦
ホール（市民会館）／撮影、放映／各回親子
５組／１組５００円／小林（緯０８０－９５３３－２６０４）
へ申し込み
★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３日㈪１０：００～１２：００／新町

講習・学習講習・学習会会
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交流センター／１５人／１,０００円／７月３１日㈮
までに同クラブ（緯５８２－８６９１）へ
★楊名時八段錦・太極拳　８月６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  杆 講習会…８月６

ベン ガン

日㈭１６：００～１７：３０／東京至誠館道場（程久保）
／棒を持って動く太極拳／２,０００円※棒の貸
し出しあ

り／いずれも西川（緯０９０－６７９６－
２１７８）
★夏休み子供パン講座～一緒にメロンパンを
作ろう　８月９日㈰１０：００～１３：００／ベッティ
写真館多摩平店（多摩平）／先着５人／５００円
／同店（緯５８１－１２４５）へ申し込み
 

★ママと一緒に楽しく遊ぼう！　７月１５日
㈬・２２日㈬①１０：３０～１１：２０②１１：３０～１２：２０／
七ツ塚ファーマーズセンター／体操、ベビー
マッサージな

ど／①未就園児と保護者②２カ月
以上の乳児と保護者対象／３Ｂ体操（野口緯
０８０－６５３８－６０９１）へ申し込み
★ママのための代謝up＆ストレッチ　７月
１７日㈮・３１日㈮９：４０から／新井地区センター
葛親子リトミック…７月１７日㈮・３１日㈮１１：００
から／新井地区センター葛ミセス体操始めま
せんか…７月２７日㈪…落川都営住宅地区セン
ター、１５日㈬・２２日㈬・２９日㈬…万願荘地区
センター、１６日㈭・２３日㈭…勤労・青年会館
／１０：００～１１：３０／いずれも倉橋（緯０９０－５９９９
－６６２８）へ申し込み
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　７月１８日㈯１０：３０～１７：００／曙
第一ビル（立川駅北口）※直接会場へ／高齢
者歓迎／２,２００円／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）
★相続、遺言、生前贈与など暮らしの無料相
談　７月１９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
★オーケストラにチャレンジ～一緒に演奏し
てみませんか　７月１９日㈰１８：００～２１：００…中
央公民館、２６日㈰１４：００～１７：００…生活・保健
センター／楽器を持っている小学生以上の方
対象／弘重（緯０９０－９８２３－９６１５）へ申し込み
★癒しのパステル画を描く会　７月１９日㈰
１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあい館／荒川
（緯０８０－６６４３－６９５２）
★もし自分が障がい者だったら？みんなで考
える障がい者防災セミナー～映画「逃げ遅れ
る人々～東日本大震災と障害者」上映会　７
月２０日㈷①１４：００～１６：００…落川地区センター
②１８：００～２０：００…多宝ビル（高幡）／①３０人
②２０人／日野れいんぼうの会（峯岸緯０９０－
３１３８－４３４８）へ申し込み
★日野の自然を守る会から　葛植物・昆虫ウ
オッチング～岩殿山（大月市）のチョウと植
物を観る…７月２０日㈷９：１５ＪＲ高尾駅２番
線中央階段下集合、１６：００解散※雨天中止／
昼食、飲み物、筆記用具など持参葛観察会～
夏の夜の林の昆虫たち…７月２６日㈰１８：００落

ごあんなごあんないい

川交流センター集合、２０：００解散※小雨実施
／小学生以下は保護者同伴／懐中電灯、虫よ
けスプレーなど持参／いずれも３００円※小・中
学生１００円／森川（緯０９０－２７６８－７９２９※１９：００
以降）
★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　７月２０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
★日野生活と健康を守る会から　葛共同墓
地、遺言・相続など暮らしの何でも相談会（要
申込）…７月２２日㈬・２８日㈫１４：００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…７月１８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）
★らくらく筋力UPでメタボ対策体操体験会 
７月２３日㈭・３０日㈭１０：００～１１：３０／中央福祉
センター／簡単な筋力UP運動、ストレッチ／
４０～６０歳代女性対象／３Ｂ体操（山科緯０９０－
５７８４－６５５８）へ申し込み
★給食展　７月２５日㈯１１：００から／平山小／
給食の試食（１００食）、地場野菜販売、パネル
展示な

ど／試食３００円／上履き持参／日野市職
員組合（佐々木緯５８４－２７８４）
★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　７月２５日㈯１３：３０～
１６：００／福祉支援センター／同会（片岡緯０８０
－１２３８－５９６０）
★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　７月２５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）
★多摩動物公園でボランティア募集　①動物
解説など②接遇など／１８歳以上対象／詳細は
問い合わせを／８月１３日㈭までに東京動物園
協会ボランティア募集係（緯０３－３８２８－８２３５）
へ
★平山城址公園キノコ観察会　８月２２日㈯
９：３０平山城址公園駅前集合、１２：００解散※小
雨実施／２０人／５０円／８月１０日㈪までに都立
桜ヶ丘公園（緯０４２－３７５－１２４０）へ
★下田歌子賞エッセイ・短歌募集　家族をテ
ーマにしたエッセイ・短歌募集／９月１０日㈭
までに申し込み※応募内容・方法などの詳細
は恵那市 参照または問い合わせを／実践女
子学園総合企画部（後藤緯５８５－８８０４）
★手紙作文コンクール作品募集　はがき作文
部門…小学生～高校生対象、絵手紙部門…幼
児～高校生対象／応募内容・方法など詳細は
問い合わせまたは最寄り郵便局へ／９月２４日
㈭までに第４８回手紙作文コンクール事務局
（緯０１２０－５３６－４９３）へ
★ガイドヘルパー募集　要ヘルパー２級資格
／ヘルパーステーションみずぐるま（多摩平）
／詳細は問い合わせを／同施設（緯５８１－７９４７）
★日野第二保育園（日野）～保育士、産休育
休代替職員、正職員募集　詳細は問い合わせ

　
HP


