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センター 参照／同センター（緯５８２－３１３６）
★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
６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）
★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　６月６日㈯
…平山 季  重 ふれあい館、８日㈪…新町交流セ

すえ しげ

ンター／１３：３０から／相続・遺言を考える会
（飯田緯０９０－８５６４－５２０８）
★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　６月７日㈰１０：００
～１５：３０／多摩平の森ふれあい館／８００円／６
月５日㈮までに磯野（緯５８３－２７１４）へ
★相続、生前贈与、遺言、遺産分割協議など
暮らしの無料相談会　６月７日㈰９：００～１２：
００／新町交流センター／１人３０分葛同電話相
談会…１日㈪～１４日㈰１３：００～２０：００／いずれ
も行政書士・望月（緯０７０－５４６７－２７５７）
★平成２７年度施設貸し出し団体登録説明会　
６月８日㈪１３：００から／さんぽっぽひろば（三
中隣）／地域の子育てサークルなど対象／代
表者の印鑑持参／日野どんぐりの丘幼児教室
（緯５９２－４７６１）
★児童合唱団「こんぺいとうの空」無料体験
会　６月１０日㈬・１７日㈬１６：３０～１８：３０…ロ・
スパーツィオ（豊田）、１３日㈯・２０日㈯１５：００
～１７：００…台町市民センター（八王子市）／宇
賀神（緯０９０－６０３８－２７０８）
★がんカフェひの　６月１０日㈬１０：００から／
市立病院／交流・情報交換／患者さん、家族
対象／酒井（緯０８０－１１４４－２４４８）
★杉野幼稚園から　葛園庭開放…６月１０日㈬
１３：３０から※雨天中止葛体操しましょう…１５
日㈪９：４５から葛入園説明会…１７日㈬１４：００か
ら／いずれも同園（百草）（緯５９１－３５１５）
★日野精神障害者家族会・家族相談　６月１１
日㈭１３：００からと１５：００から／ひの市民活動支
援センター／片岡（緯０８０－１２３８－５９６０）
★ひの・Ｉ・ＢＡＳＹＯから　葛無料発達相
談会…６月１２日㈮１０：３０～１４：００のうち３０分程
度／言語聴覚士などによる発達相談葛発達障
害を持つ子の進路について…２７日㈯１０：００～
１５：００／先輩お母さんによる体験談、個別相
談／中・高生保護者対象／いずれもクリッパ
ーズ（旭が丘）／宮崎（緯５１４－９８１３）
★家庭薬膳ランチ　６月１３日㈯１０：００から／
東部会館／とうもろこしごはんなど／先着１０
人／１,５００円／６月６日㈯までに川井（緯５５９
－０４３６※１０：００～１８：００）へ
★高幡不動駅前お掃除日野掃除に学ぶ会　６
月１４日㈰６：００～７：００※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）
★日野市囲碁大会　６月１４日㈰９：００～１７：００
／中央福祉センター／個人戦３クラス／１,５００
円※会員１,０００円／申込方法など詳細は問い
合わせを／６月６日㈯までに吉田（緯５９１－
６０８３）へ

　
HP ★高次脳機能障害者と家族の会かしのきひの

交流会　６月１７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）
★第七公園でひよこハウス多摩平のお友達と
一緒に遊びませんか　６月１８日㈭１０：００～１０：
４５／多摩平第七公園※直接会場へ／近隣の親
子対象／同施設（梶谷緯５８２－８８６１）
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場　６月２０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）
★月末なごみ中国茶会　６月２７日㈯１０：００～
１１：００／多摩平の森ふれあい館／６人／１,０００
円／佐藤（緯０９０－９３８４－０１２０）
★都立七生特別支援学校本人講座「ななおカ
レッジ」　７月１１日㈯からの全５回／９：３０～
１１：３０／同校（程久保）／音楽・美術・バドミ
ントンな

ど／１８歳以上の知的障害者対象／６月
１１日㈭までに同校（緯５９１－１０９５）へ
 

★たまダンスサークルから～火曜会・社交ダ
ンスパーティー　６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

★カランフィル～バルカンダンスを踊りまし
ょう　６月２日㈫・１６日㈫・３０日㈫１３：３０から
／平山 季  重 ふれあい館／初心者対象／１回

すえ しげ

３００円／伊藤（緯０９０－７２１４－３０３３）へ申し込み
★大正琴無料講習　６月３日㈬・１７日㈬１３：００
から／新町交流センター／琴の貸出あ

り／川幡
（緯５８３－９０６２）へ申し込み
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダン
スパーティー　６月の毎週土曜日１９：００から
／ひの社会教育センター（多摩平）／月１,０００
円／佐々木（緯０８０－５０７７－５３５４）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科　６月６日㈯１０：３０から／曙第
一ビル（立川駅北口）※直接会場へ／２,２００円
／尾崎（緯０９０－５９９９－１０３３）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…６月６日㈯９：３０からと１１：００から／サロ
ン・ド・ハーモニー（南平）／１,０００円葛歌声
喫茶…１３日㈯１０：００から／市民の森ふれあい
ホール／５００円葛ハーモニーライブ…７日㈰
１４：００から／サロンド・ハーモニー（南平）／
２,０００円／久木田（緯０７０－５０２３－２０１２）
★うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種をとばそ
う　６月７日㈰１３：３０から／勤労・青年会館※
直接会場へ／８００円／鈴木（緯５８１－３４４１）
★唄の会　６月７日㈰・１４日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／金子（緯５９２－３８６２）
★ナツメロカラオケをみんなで一緒に楽しむ
会　６月７日㈰１２：３０から／ラソンブル（豊
田）／２,２００円※前売り２,０００円葛昭和の懐メ
ロを一緒に歌う会…２０日㈯１０：００から／勤労・
青年会館／７０人／４００円／葛うたごえinひの
…２０日㈯１３：３０から／勤労・青年会館／７０人／
８００円／いずれも前田（緯０９０－８８１１－４０１２）

もよおもよおしし

★社交ダンスプリマベーラダンスパーティー
６月７日㈰１３：３０から／新町交流センター※
直接会場へ／１,２００円※前売り１,０００円／山内
（緯０９０－８７７９－５３３８）
★日野新選組ガイドの会講演会・研修会　６
月１０日㈬１３：３０から／日野宿交流館※直接会
場へ／新選組研究家・横田淳氏講演「函館戦争
と宮古湾海戦について」／芹川（緯５９２－０４７９）
★村上先生と楽しく歌う会　６月１３日㈯１３：
３０から／南平駅西交流センター／８００円／内
川（緯５９２－５２８４）
★日野・市民自治研究所から　葛島洋子氏講
演「沖縄・現場からの報告」…６月１３日㈯１４：
００から／生活・保健センター／５００円葛久米啓
司氏気功セミナー…１３日㈯９：００から／ゆの
した市民交流センター（日野本町）／１,０００円
／同研究所（緯５８９－２１０６）
★映画「山本慈昭　望郷の鐘　満蒙開拓団の
落日」上映　１３日㈯１０：３０からと１４：００から、
１８日㈭１４：００から／七生公会堂／１,５００円※前
売り１,０００円／窪田（緯０９０－７２１３－２１６７）
★フリーマーケット出店募集　６月１３日㈯
１０：００～１５：００※雨天中止／クレア・ホーム＆
ガーデン（日野本町）／同施設（緯５８２－１３１３）
★日野四季の会ダンスパーティー　６月１３日
㈯１３：００から／新町交流センター／５００円／川
畑（緯０７０－６６４４－２７２９）
★中央大学学術講演会「人生９０年時代におけ
る生き方～充実した一生を過ごすために」　
６月１４日㈰１４：００から／新町交流センター／
都築学氏（同大教授）／先着１００人／栗山（緯
５８４－８３４４）
★演歌サークル桜～演歌を聞く　６月１４日㈰
１８：１５から／中央福祉センター／小池（緯０８０
－５００５－４４９４）へ申し込み
★ステップ・バイ・ステップの夏至ダンスパ
ーティー　６月２７日㈯１３：００から／平山 季  重 

すえ しげ

ふれあい館／１,０００円／福田（緯０９０－２７４８－
７４８５）
★映画上映会～『放射線を浴びた「Ｘ年後」』　
６月２７日㈯１４：００からと１８：００から／生活・保
健センター／１,０００円※高校生以下５００円／久
保田（緯５８４－６２５４）
★元気な音楽の広場　６月１９日㈮１３：３０から
／七生福祉センター／季節の歌、軽体操など
／おおむね６０歳以上の方対象／５００円／櫻井
（緯０９０－８０１０－２９００）
 

★墨蘭會展　６月９日㈫～１４日㈰１０：００～１７：
００※１４日は１６：００まで／とよだ市民ギャラリ
ー／水墨絵など／小林（緯５８３－８４９３）
★日野市アマチュア写真連合会HAPA写真展
６月１０日㈬～１４日㈰１０：００～１７：００※１０日は
１３：００から、１４日は１５：００まで／ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）／吉田（緯０９０－６０２６－８４１９）
★日野市民オーケストラ定期演奏会　６月２１
日㈰１４：００から／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／シューマン交響曲第３番「ライン」など／
１,０００円／能田（緯５８１－０１３８）

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
６月の毎週月曜日…平山 季  重 ふれあい館な

ど、
すえ しげ

毎週火曜日…落川地区センターな
ど、毎週水曜

日…多摩平の森ふれあい館な
ど、毎週木曜日…

新町交流センターな
ど／午前／初・中級対象／

５００円／高岡（緯５８１－７９２７）へ申し込み
★ミセス体操～体力づくりと脳トレ　６月１
日㈪・８日㈪…落川都営住宅地区センター、
３日㈬・１０日㈬…万願荘地区センター、４日
㈭・１１日㈭…勤労・青年会館／１０：００から／お
おむね５０～７０歳代対象葛ママのための代謝
up＆ストレッチ…１２日㈮１０：００から／新井地
区センター葛親子リトミック…１２日㈮１１：１５
から／新井地区センター／未就園児と母親対
象／倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）へ申し込み
★ヨガ＆コーチング　６月の毎週水曜日１０：
００から／新町交流センター／１０人／加藤（緯
０８０－１１０３－６８５９）へ申し込み
★旭が丘女声合唱団無料体験レッスン　６月
３日㈬・１０日㈬・１７日㈬１４：００から／勤労・青
年会館／宇賀神（緯０９０－６０３８－２７０８）
★色えんぴつアート講習会　６月５日㈮・１９
日㈮１０：００から／中央福祉センター／１０人／
１,０００円／太田（緯０８０－８０２９－２０４７）へ申し込み
★東京都脳卒中市民公開セミナー　６月６日
㈯１４：００から／東海大学八王子病院（八王子
市）※直接会場へ／同院（緯０４２－６３９－１１１１）
★日野精神障害者家族会学習会　６月６日㈯
１３：３０から／福祉支援センター／同会（緯０８０
－１２３８－５９６０）
★るんびにから　葛東洋医学でスキンケア、
顔から身体の不調をみる…６月７日㈰１３：３０
から／新町交流センター／１,５００円葛女性の
ためのやさしい漢方講座…６月１６日㈫１３：３０
から／新町交流センター／２,０００円葛ママの
肩こりセルフケア…６月１０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）
★若者で作る舞踊団日本舞踊無料講習会　６
月７日㈰・２１日㈰１５：００から／落川都営住宅地
区センター／１６～２５歳の方対象／藤間（緯５９２
－５１５７）
★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　６月８
日㈪・２２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

講習・学習講習・学習会会
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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
★食・農セミナー～飽食なのに栄養失調！？　
６月１０日㈬１３：３０から／多摩平の森ふれあい
館／３００円／市民による都市農業研究会（佐藤
緯０８０－８８９１－４９３０）へ申し込み
★骨盤矯正＆ビューティダイエットＥＸ　６
月１１日～７月９日の毎週木曜日１３：３０からと
１７：００から／七生公会堂／女性対象／体験５００
円※１回のみ／寺島（緯０８０－３２０８－２１１７）へ
申し込み
★市民による社会・経済研究会から　６月１３
日㈯…インドとイギリス、２７日㈯…産業革命
からパクス・ブリタニアⅠ／１４：００～１６：００／
ひの煉瓦ホール（市民会館）／１,０００円／増田
（緯５８５－１５８５）
★健康体力測定会＆健康セミナー　６月１３日
㈯１３：００から／湯沢福祉センター／６０歳以上
の方対象／２００円／ゆざわここからネット（緯
５９３－５９５９）
★アクロバット体験会　６月１３日㈯／①１３：
３０から…幼児対象、②１４：４５から…小学生対
象／市民の森ふれあいホール／①１,０００円②
１,５００円※会員・兄弟割引あ

り／ダンスクラブＧ
ＲＯＯＴＨ（緯０８０－５８８４－７５４４）へ申し込み
★オランダ人女性と本場の伝統菓子ストロー
プワッフル作り　６月１４日㈰９：４５から／市
民の森ふれあいホール／１,５００円※５歳以上
の子供１,０００円／西村（緯０８０－１４５５－３２９８）
★揚名時八段錦・太極拳　６月１８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
★癒しのパステル画を描く会　６月１４日㈰
１４：００から／多摩平の森ふれあい館／荒川（緯
０８０－６６４３－６９５２）
★歌子さんのはじめてのコンサート　６月１５
日㈪１０：４０から／万願寺交流センター／乳幼
児の親子対象／３０組／５００円／日野子育てパ
ートナーの会（緯５８７－６２７６）
★英語おしゃべりクラブ　６月１８日からの隔
週木曜日１０：００から／生活・保健センターな

ど／
１０回１５,０００円、テキスト３,０００円／６月１５日㈪
までに同クラブ事務局（緯５８２－８６９１）へ
★日野市の都市農業発展を考える「フィール
ドワーク」参加者募集　６月２１日㈰／１０：００西
武池袋線保谷駅改札口集合／練馬区内の農業
体験農園見学／先着１５人／５００円／６月１５日
㈪までに東京里山研究会（緯５８６－７６５１）へ
★ヒーリング体験会　６月２１日㈰・２４日㈬１４：
００から／多摩平の森ふれあい館／１５人／５００
円／小林（緯５８６－４５６４）
★イギリス英会話講座　６月２１日㈰１３：００から
／日野南平キリスト教会／永井（緯５９３－０７５３）
★聞こえに困っている方のための講座　６月
２１日㈰１４：００から／多摩平の森ふれあい館／
東京都中途失聴・難聴者協会（思０３－５９１９－
２５６３）
★はじめてのスケッチ　６月２４日㈬、７月８
日㈬・２２日㈬／河川敷な

ど／１０人／３回５,５５０円
／社会教育協会（緯５８６－６２２１）へ申し込み

★教育研究会学習会「小学校の英語教育につ
いて学ぶ」　６月２６日㈮１８：３０から／ゆのした
市民交流センター（日野本町）※直接会場へ
／３００円／笹本（緯５８６－７９２９）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
学習会・定例会　６月２８日㈰１３：３０から／平山
台健康・市民支援センター／発達障害を持つ
子供たちと穏やかに過ごすためのヒント／２０
人／５００円／宮崎（緯０８０－５４５４－２３７６）
 

★日野ポルックスバスケットチーム体験会　
６月１３日㈯９：３０～１１：３０／七小※直接会場へ
／小学２～６年生の女子対象／上履き、飲み
物持参／赤崎（緯０９０－６４９８－５５７４）
★日野市バドミントン連盟夏季初心者講習会
６月２０日～７月１８日の毎週土曜日１８：３０～２０：
３０／南平体育館／中学生以上の市内在住・在
勤・在学者対象／３,０００円／６月１２日㈮までに
吉永（緯５９２－７６２２）へ
★ゴルフ入門講座　６月２２日～８月８日の月
曜・火曜・土曜日１０：００～１１：１５※週１回全７日
／旭が丘ゴルフクラブ／成人対象／各クラス
１０人／１７,０００円／平山（緯０９０－２４１４－６６０４）
★初級・中級テニス講習会　７月５日㈰９：００
～１３：００／旭が丘中央公園／市内在住・在勤・
在学者対象／先着３０人／１,０００円／６月１５日
㈪までに高田（緯０９０－４９６９－１４３３）へ
★レクスポーツ（ミニテニス）交流大会　７月
５日㈰９：００から／南平体育館／５００円／６月
２０日㈯までに馬場井（緯０９０－５４２６－９０３７）へ
 

★光塩女子学院日野幼稚園から　葛保育体験
…６月１日㈪１０：３０から／平成２８年度入園対
象年齢のお子さま対象葛園庭開放…６月８日
㈪１０：３０から※雨天時は園内／いずれも同園
（程久保）（緯５９２－５５２６）
★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…６月２
日㈫・９日㈫・１６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
★子供たちによりよい教科書をパート２「中
学校の教科書はどう変わるの」　 ６月３日㈬
１８：３０から／生活・保健センター／５００円／岡
田（緯０９０－９６４５－７１３９）
★地域交流ふれあいサロンひだまり～体操・
脳トレ、お茶を飲みながらのんびりしません
か　６月３日㈬・１７日㈬１０：００～１４：３０／下田
地区センター／中嶋（緯０９０－４０７６－１９８２）
★ひの社会教育センターから　葛らくらく体
幹トレーニング…６月９日㈫・１６日㈫・２３日
㈫１３：００～１４：１０／同施設（多摩平）葛おひさ
ま手作り市…１４日㈰葛介護予防実践運動指導
員養成講座受講者募集…１３日㈯から全７回／
いずれも費用など詳細は問い合わせまたは同

スポースポーツツ

ごあんなごあんないい


