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曜日は豊田教室／１７：００～１９：００／月７００円※
保護者は要入会／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）
へ申し込み
★ひの・Ｉ・ＢＡＳＹＯ～無料発達相談会　
７月７日㈫１０：３０～１４：００のうち３０分程度／ク
リッパーズ（旭が丘）／言語聴覚士などによ
る発達相談／宮崎（緯５１４－９８１３）
★がんカフェひの　７月８日㈬１０：００～１２：００
／市立病院／交流、情報交換な

ど／酒井（緯０８０
－１１４４－２４４８）
★タイケナフ（ローゼル）の苗を無料配布し
ます　７月８日㈬１０：３０から／生活・保健セン
ター／先着２０人※１人２本／ひのローゼルの
会（川幡緯５８３－９０６２）
★日野精神障害者家族会・家族相談　７月９
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
★川端康成と戦後の作家たち　７月９日㈭
１０：００から／社会教育協会ゆうりか（多摩平）
／２,０５０円※指導あ

り／同協会（緯５８６－６２２１）
★ボランティアスタッフ募集　７月１０日㈮に
ひの煉瓦ホール（市民会館）で上映される映
画「日本と原発」のボランティア募集／上映
当日の受付、会場設営、案内な

ど／５人程度／
 出  沼 （緯０９０－８７２７－７４５５）
いで ぬま

★日野・市民自治研究所から　葛久米啓司氏
の気功セミナー…７月１１日㈯９：００～１１：００／
１,０００円葛東京経済大学准教授戸邉秀明氏講
演「沖縄の現代」…７月１１日㈯１４：３０～１６：３０
／５００円／いずれもゆのした市民交流センタ
ー（日野本町）／同研究所（緯５８９－２１０６）
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場　７月１１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）
★高幡不動駅前お掃除～日野掃除に学ぶ会　
７月１２日㈰６：００～７：００※雨天実施／京王線
高幡不動駅前／小学生以上対象／惟住（緯５９４
－７７３０）
★もの忘れこれって病気？認知症ってなに？
～市立病院認知症認定看護師・小林多紀氏講
演会７月１２日㈰１４：００～１５：３０／市立病院※直
接会場へ／日野市立病院を応援する市民の会
（小林緯０９０－９３８６－５３０３）
★話し合いを進めるヒントが見つかるワーク
ショップ　７月１２日㈰１３：３０から／中央公民
館／１２人／東京ファシリテーション・クラブ
日野（近藤緯８４８－２１４８）
★不登校を考える親と子の会　７月１２日㈰
１３：３０から／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）
★東京光の家から　葛旭が丘ふれあい夏祭り
…７月１８日㈯１８：００から／旭が丘東公園／模
擬店、盆踊り、光バンドの演奏な

ど葛１０月１２日
㈷に行われるチャリティーバザーに物品の提
供を…日用品、文具、新品同様の衣類、雑貨
な
ど／９月３０日㈬まで※取りに伺います葛ボラ
ンティア募集…利用者ヘルパー、売り場スタ
ッフ／いずれも同施設（緯５８１－２３４０）

★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　７月１３
日㈪・２７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
★ダンスクラブＧＲＯＯＴＨから　葛ちびっ
こなりきりダンサー大募集…７月１４日㈫・２９
日㈬１５：３０から、８月５日㈬・１７日㈪・１９日㈬
１０：３０から／年中～小学３年生対象／１回８００
円※会員５００円葛はじめてヨガ体験会…７月
１４日㈫・２９日㈬１３：１０からと１４：１０から／女性
対象／１回１,０００円※会員８００円／いずれも多
摩平の森ふれあい館／同クラブ（緯０８０－５８８４
－７５４４）へ申し込み
★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの
交流会　７月１５日㈬１０：００～１２：００／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）
★日野自動車グリーンファンド～ぐんま昆虫
の森（桐生市）無料バスツアー　７月１８日㈯
７：３０日野自動車㈱本社（日野台）集合、１９：
００解散※小雨実施／小学生以下は保護者同伴
／４０人※申込多数の場合は抽選／７月９日㈭
までに同ファンド事務局（緯５８６－５３６９）へ
★のびのびサロン～折り紙で朝顔を作りませ
んか！　７月２１日㈫１３：３０～１５：３０／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）
★月末なごみ中国茶会　７月２５日㈯１０：００～
１１：００／多摩平の森ふれあい館／成人対象／
６人／１,０００円※茶菓子付き。指導あ

り／佐藤
（緯０９０－９３８４－０１２０）へ申し込み
★日野地域協議会～ごみ学習会　７月２５日㈯
１０：００～１２：００／多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ／生ごみをたい肥にするアスカマンの
紹介／石原（緯０８０－３４１３－４４００）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・茶話会　７月２６日㈰１３：３０から／平山
台健康・市民支援センター／５００円※会員１００
円／宮崎（緯０８０－５４５４－２３７６）
★都立七生特別支援学校開放プール　７月２９
日㈬～３１日㈮、８月２４日㈪・２５日㈫／１３：３０～
１５：３０／同校（程久保）／市内在住の障害のあ
る方※介護者含む／７月１０日㈮までに同校
（ 安  仁  屋 緯５９１－１０９５）へ

あ に や

★Ｊ＆Ｍキャンプinキープ自然学校　９月１９
日㈯～２１日㈷／清里キープ自然学校（山梨県）
／小児がん経験者と家族のためのキャンプ／
小学３年生以上対象※小学２年生以下は保護
者付き添い必要／子供６０人、保護者３０人／費
用など詳細は問い合わせを／加藤（緯０７０－
６６４８－７２６２）
★ひの社会教育センター～小学生集まれ！夏
休みの自由研究にピッタリ講座　７月２８日㈫
…グラスアート、２９日㈬…トールペイントで
クリアティッシュケース、３１日㈮…ポタリー
ペイントお皿に絵を描く／同センター（多摩
平）／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）
★たかはた北保育園職員募集　非常勤保育士
（有資格・無資格）、正看護師、正職員（保育
士）／同園（高幡）／年齢不問／詳細は問い
合わせを／同園（前田緯５９１－５００３）
 

★フォトサークル燦燦作品展～里山　７月２
日㈭～５日㈰１０：００～１７：００※２日は１３：００か
ら／ひの煉瓦ホール（市民会館）／市原（緯
５８３－８１１９）
★アンサンブル・レェヴ～ふれあいコンサー
ト　７月９日㈭１０：１５から／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／英雄、笛時計のアレグロな

ど／
９９９円※電話予約９００円／菅野（緯５８６－７９５８）
★多摩フルートコンソート’９４定期演奏会　
７月２６日㈰１４：００から／府中の森芸術劇場（府
中市）／チャイコフスキー「イタリア奇想曲」、
バッハ「ブランデンブルグ協奏曲第３番」など／
木村（緯０９０－３４２８－８８２２）
 

★ジュニアテニス講習会　７月１２日㈰…多摩
平第１公園、２０日㈷…旭が丘中央公園／９：
００から／テニス経験のある中学生対象／３０人
／堀（緯５９２－７３５０）へ申し込み
★日野少女サッカー講習会　７月１２日㈰、８
月９日㈰８：００から、９月１３日㈰、１０月２５日
㈰、１１月１５日㈰１２：００から／多摩川グラウン
ド／スポーツ保険加入者対象／加藤（緯５８１－
３７４８）
★日野市バドミントン連盟～ジュニア講習会
７月１８日㈯・２５日㈯、８月１日㈯９：００～１２：
００／南平体育館／小学４年～中学生対象／７
月７日㈫までに吉永（緯５９２－７６２２）へ
 

★詩吟サークル　月３回土曜日１０：００～１２：００
／多摩平の森ふれあい館な

ど／月２,０００円※指
導あ

り／初心者歓迎／松永（緯５８４－９４１６）
★書道サークル　毎月第１～第３土曜日１９：
００～２１：００／中央公民館高幡台分室な

ど／漢字、
かな、細字な

ど／１０人／月４,０００円※指導あ
り／鈴

木（緯０９０－４９１８－２３９４）
★ダンスロミオ　毎週金曜日１３：００～１６：００／
新町交流センターな

ど／初心者可／入会金
１,０００円、月２,０００円※指導あ

り／関口（緯５８７－
７４５７）
★陶芸サークル～生活を彩る作陶　毎月第４
水曜日９：３０～１２：３０／会員宅（多摩平）／月
３,０００円／陶工房（児玉緯５８２－２２０９）
★バドミントン～エースクラブ　毎週火曜日
９：００～１２：００／南平体育館な

ど／市内在住・在
勤者対象／入会金１.０００円、月１,５００円／本多
（緯５９２－０３２０※１８：００以降）
★ 橡 かわせみ俳句会　毎月第３木曜日９：００

とち

～１２：００／勤労・青年会館な
ど／初心者対象／月

１,０００円※指導あ
り／岡本（緯５８２－１６０６）
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★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
７月の毎週月曜～木曜日午前／平山 季  重 ふれ

すえ しげ

あい館な
ど／初・中級対象／５００円／高岡（緯５８１

－７９２７）へ申し込み
★色えんぴつアート講習会　７月３日㈮・１７
日㈮１０：００～１２：００／中央福祉センター／１０人
／１,０００円／太田（緯０８０－８０２９－２０４７）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　７月４日㈯・１５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
★お琴、三味線子供夏休み無料体験講座　
７・８月の毎週日曜日１０：００～１１：３０／幼稚園
児～高校生対象葛お琴、三味線無料体験講座
…７月の毎週日曜日１３：００～１５：００／４０～５０歳
代対象／未経験、楽器なし可／いずれも落川
都営住宅地区センター／森（緯５９２－５１５７）
★るんびにから　葛女性の漢方講座～夏のケ
アの漢方薬②…７月１４日㈫１３：３０～１４：３０／新
町交流センター／２,０００円葛ママ講座～子供
の体質別セルフケア①…７月８日㈬１３：３０～
１４：４５／かなざわ助産院（多摩平）／３,０００円
／いずれも佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★市民による社会・経済研究会から　７月１１
日㈯…産業革命からパクス・ブリタニカへⅡ、
７月１８日㈯…日本の国民国家形成／１４：００～
１６：００／ひの煉瓦ホール（市民会館）／１,０００
円／増田（緯５８５－１５８５）
★英語おしゃべりクラブ～初級実践基礎英語
７月１４日から隔週火曜日１０：００～１２：００／１０人
／１５,０００円（１０回）、テキスト３,０００円／７月１１
日㈯までに同クラブ（緯５８２－８６９１）へ
★楊名時八段錦・太極拳　７月１６日㈭・３０日
㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター／気功八
段錦と太極拳／１回５００円／西川（緯０９０－
６７９６－２１７８）へ申し込み
★教育研究会学習会～東京都派遣教師が被災
地宮城で見た、学んだ、そして教育実践を語
る　７月２３日㈭１８：３０から／ゆのした市民交
流センター（日野本町）／笹本（緯５８６－７９２９）
★シニア・パソコン超初心者講座　８月６日
～１１月２６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
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★パンジーダンスパーティー　７月４日㈯
１３：３０～１６：００／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　７月の毎週土曜日１９：００～２１：
００／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）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…７月４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１４日㈫１４：００
から…サロン・ド・ハーモニー（南平）、１８日
㈯１０：００から…市民の森ふれあいホール／５００
円／久木田（緯０７０－５０２３－２０１２）
★唄の会　７月５日㈰・１２日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／夏は来ぬ、みんな夢の中、
サンタルチア／金子（緯５９２－３８６２）
★ＮＨＫ学園吉川かおりバレエクラス発表会
７月５日㈰１７：００から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／シンデレラ全幕な

ど／吉川（緯５９１－
３４５４）
★たまダンスサークル・火曜会～社交ダンス
パーティー　７月の毎週火曜日１３：００から／
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５８７－１８３４）

あきら

★杉野幼稚園～親子で遊ぼう　７月８日㈬
１４：００～１５：００／同園（百草）※直接会場へ／
簡単製作と手遊びな

ど／上履き持参／同園（緯
５９１－３５１５）
★フリーマーケット　７月１１日㈯１０：００～１５：
００※雨天中止／クレア・ホーム＆ガーデン（日
野本町）／出店募集※出店料無料／同施設（緯
５８２－１３１３）
★カナリアの会から　▶季節の歌、童謡を一
緒に歌いましょう…７月１１日㈯葛サマーコン
サート…７月１８日㈯／いずれも１３：３０から／
七生福祉センター／１回５００円／飲み物持参
／古沢（緯５９２－０２０３）
★多摩友の会～友愛セール　７月１１日㈯１０：
３０～１３：００／多摩友の家（万願寺）／手作りパ
ン、菓子、エプロンなど出品※軽食、飲み物
あ
り／同会（緯５８５－７００３※昼間）
★フリーマーケット出店者募集　７月１２日㈰
９：００～１５：００※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）
★夏祭りにいらっしゃいませんか　７月１８日
㈯１０：００から／ひよこハウス多摩平※直接会
場へ／模擬店、ゲームコーナーな

ど／近隣の親
子対象／同施設（梶谷緯５８２－８８６１）
★夏まつり、遊びに来ませんか？　７月１８日
㈯１０：３０から／都立八王子東特別支援学校（八
王子市）／模擬店、舞台発表、ゲームコーナ
ーな

ど／同校（福田緯０４２－６４６－８１２０）
★元気な音楽の広場　７月２４日㈮１３：３０から
／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 

もよおもよおしし
あ
り／運動靴、飲み物持参／櫻井（緯０９０－８０１０
－２９００）
★さくら杯カラオケ大会出演者募集　９月２２
日㈷午後から／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／演歌・ポップス各５０人／１,０００円／７月３１日
㈮までに演歌サークル桜（小池緯０８０－５００５－
４４９４）へ
 

★いつまでも健康で若々しく！楽しく体力を
つけましょう　７月１日㈬・１５日㈬・２２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
★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　７
月１日㈬・１５日㈬１０：３０～１４：００／下田地区セ
ンター／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★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
７月の毎週木曜日１３：００～１６：００／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）
★自分でできる不調改善ヨガ　７月３日㈮・
１０日㈮９：３０からと１０：４５から／市民の森ふれ
あいホール／初心者対象／８人／５００円※指
導あ

り／原（緯０９０－４２２２－５３６２）へ申し込み
★ママのための代謝up＆ストレッチ　７月
３日㈮・１０日㈮９：４０から／新井地区センター
葛親子リトミック…３日㈮・１０日㈮１１：００から
／新井地区センター／未就園児と保護者対象
葛ミセス体操始めませんか…７月６日㈪・１３
日㈪…落川都営住宅地区センター、１日㈬・８
日㈬・１５日㈬…万願荘地区センター、２日㈭・
９日㈭…勤労・青年会館／いずれも１０：００から
／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４日㈯１０：３０～１７：００／曙
第一ビル（立川駅北口）※直接会場へ／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５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
★生命保険無料個別相談会　７月５日㈰・８
日㈬・９日㈭・１１日㈯・１８日㈯１０：００～１６：００
／ひの社会教育センター（多摩平）／各日６
人／生命保険相談センター（緯０４２－３２４－
６１３６）へ申し込み
★南平６丁目田中自治会～応急救護訓練　７
月５日㈰１０：００～１２：００／南平西部地区センタ
ー※直接会場へ／心肺蘇生法ＡＥＤ、外傷の
応急手当／同会（黒川緯０９０－１４５６－７６５２）
★日野生活と健康を守る会　葛暮らし、共同
墓地、遺言・相続など何でも相談会…７月７
日㈫・１４日㈫１４：００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

ごあんなごあんないい


