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具、双眼鏡など持参／小久保（緯０９０－４５３２－
２５５３※１９：００以降）
★プレーワーカー養成連続講座～地域の子供
の育ちを支える大人のまなざしを育む
５月２３日㈯、６月６日㈯・２０日㈯、９月５日㈯
１０：００～１２：００／市民の森ふれあいホール／全
日程参加できる方対象／２０人／３,０００円／５
月１５日㈮までに子どもへのまなざし（緯０５０－
３７２１－１９７３※月曜～木曜日１３：００～１７：００）へ
★さわらび保育園～保育士募集
月曜～金曜日※月２回土曜日半日程度勤務あ

り

／同園（日野本町）／詳細は問い合わせを／
同園（朝比奈緯５８１－０７３１）
★日野第二保育園保育士・栄養士正職員募集
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）
★ひの社会教育センターから
葛はじめてのフラメンコ体験講座…４月１７日
㈮・２４日㈮葛１歳児親子ひよこクラス葛元気
になれる歌声サロン体験講座…５月７日㈭・
２１日㈭葛きっとみんなの居場所ができる～子
ども会ぽけっと…４月２６日㈰から／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）
 

★スミレダンスパーティー
４月１８日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★舞踊発表会
４月１８日㈯１０：３０から／七生公会堂／日野市
舞踊連盟（幅緯５８１－４７９９）
★ハーモニーから
葛英語で歌おう（要申込）…４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…４月２５日㈯１０：００から…平山 季  重 ふ

すえ しげ

れあい館、１４：００から…大和田地区センター
／５００円／いずれも詳細は問い合わせを／同
会（久木田緯０７０－５０２３－２０１２）
★唄の会
４月１９日㈰・２６日㈰１３：３０から／七生福祉セン
ター／みちづれ、湯島の白梅、船頭小唄な

ど／
金子（緯５９２－３８６２）
★元気な音楽の広場
４月２１日㈫１３：３０から／七生福祉センター※
直接会場へ／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／履物
持参／櫻井（緯０９０－８０１０－２９００）
★歌で楽しむ元気会
４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）
★サクラダンスパーティー
４月２５日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★杉野幼稚園～園庭開放
４月３０日㈭１４：３０～１５：３０※雨天中止／同園

　
HP

もよおもよおしし

（百草）※直接会場へ／同園（緯５９１－３５１５）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
４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）
★日野市吟詠連盟～春の大会
５月２日㈯１０：００～１５：００／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／１０人／藤好（緯５８３－７８１３）
★カナリアの会～童謡、季節の歌を一緒に歌
いましょう
５月２日㈯１３：３０から／七生福祉センター※
直接会場へ／５００円※指導あ

り／古沢（緯５９２－
０２０３）
★日野市俳句連盟新緑俳句大会
５月６日（振休）１０：００～１６：００／高幡不動尊／当
季雑詠３句持ち寄り、席題２句／１,０００円／矢
島（緯５８３－２１８４）
★ひろみち・たにぞうの元気がいちばん！コ
ンサート
５月８日㈮１３：３０～１４：３０／日野・多摩平幼稚
園（多摩平）／子供のためのコンサート／同
園（緯５８１－０４３６）へ申し込み
 

★小泉博、米澤敏子、林猛～日野美絵画三人展
４月２１日㈫～２６日㈰１０：００～１７：００※２６日は
１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、
水彩、混合な

ど／林（緯５９２－８３３６）
★藤本成人写真展
４月２８日㈫～５月３日㈷１０：００～１８：００／クレ
ア・ホーム＆ガーデン（日野本町）／同施設（緯
５８２－１３１３）
★写真サークル日野四季の会写真展　　　　
４月３０日㈭～５月３日㈷９：３０～１７：００※３０日
は１３：００から、３日は１６：００まで／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／宇都宮（緯５８１－５９５０）
 

★日野市バドミントン連盟から
葛レディース大会…５月１２日㈫９：００から／
南平体育館／新人戦、Ａ・Ｂ・Ｃランク／１
ペア３,０００円※連盟登録者２,５００円／４月２１日
㈫までに前田（緯５８４－４６７６）へ葛シニア無料
体験講習会…５月２８日㈭、６月１１日㈭１３：３０
～１６：３０／南平体育館／６０歳以上の初心者対
象／１５人／５月１５日㈮～２０日㈬までに吉永
（緯５９２－７６２２）へ
★日野市ソフトテニス連盟から
葛春季個人戦…５月１７日㈰９：００～１７：００※予
備日５月２４日㈰／旭が丘中央公園／男子一
部・二部・壮年、女子一部・二部／１ペア２,０００
円／５月１０日㈰までに岩間（緯５８４－０５０７）へ
葛講習会…５月１６日㈯１３：００～１７：００／多摩平
第一公園／初心者・経験者対象／３００円※指導
あ
り／西沢（緯５８２－２８３０※夜間）葛ジュニア講

美術・音美術・音楽楽

スポースポーツツ

習会…４月からの毎週土曜日９：００～１２：００／
多摩平第一公園な

ど／ジュニア育成プログラム
／小学３～６年生対象／１０人／島田（緯５８４－
３１３５）へ申し込み
★日野市弓道連盟～初心者弓道講習会
５月１７日㈰～１０月１８日㈰（全１５回）／南平体
育館／申し込み方法、費用など詳細は問い合
わせを／５月１日㈮までに同連盟（ 大  工  原 緯

だい く はら

０９０－８８４８－６１３１）へ
★日野市テニス協会（硬式）から
葛春季女子ダブルス大会…５月１８日㈪・２５日
㈪※予備日６月１日㈪／旭が丘中央公園／市
内在住・在勤・在学者対象／１組４,０００円※会
員３,０００円／詳細は同協会 参照※初心者向
け試合あ

り／４月２２日㈬までに来住（緯５８２－
３５４３）へ葛女子講習会…５月１９日㈫、６月１６
日㈫、７月１４日㈫、９月１５日㈫、１０月２０日㈫、
１１月１７日㈫９：００～１２：００／旭が丘中央公園／
先着２０人／１回５００円※初回は１,５００円（ボー
ル代な

ど）／中川（緯５９３－４６８２）へ申し込み
 

★マリーゴールド～英語で歌おう！
毎月第２・第４火曜日１３：３０～１５：００／中央公
民館高幡台分室な

ど／牧野（緯５９３－５２６３）
★中国家庭料理サークル
毎月第２火曜日１０：００～１３：００／中央公民館高
幡台分室な

ど／調理実習を行い出来上がった料
理を楽しむ／１５人※見学歓迎／１回１,０００円
※指導あ

り／趙（緯０７０－５５９２－８２８５）
★クラシックギターを楽しむ会
毎月第４木曜日１３：３０～１６：３０／中央公民館高
幡台分室な

ど／合奏、クラシック小品、演歌な
ど

／指導あ
り／中村（緯５９２－５９７５）

★多摩川ヴォイストレーニングの会
毎月第３火曜日１０：００～１２：００／中央公民館な

ど

／入会金１,０００円、月３,５００円※見学歓迎、指
導あ

り／五味渕（緯５８１－１９５０）
★古典芸能（謡曲）を楽しく学ぼう～みんな
で声を出して元気になりましょう
毎月第１・第３・第４月曜日１３：３０から／万願
寺交流センターな

ど／初期費用３,８８８円（本代）、
月５,０００円※１年間無料／日野謡曲連盟（ 由  田 

ゆ だ

緯５８３－９７４３）
★童謡の会こまくさ～老若男女一緒に楽しく
歌いましょう
毎週水曜日１０：００～１１：３０／湯沢福祉センター
な
ど／入会金１,０００円、月３,０００円※体験あ

り／藤
田（緯５９３－３２５７）
★多摩万葉会～万葉集の講座
毎月第１金曜日１０：１５～１２：１５／関戸図書館
（多摩市）など／年１２,０００円※見学歓迎、指導あ

り

／ 澤  登 （緯５９２－０４７８）
さわ と

★ヨガ・ボランティア講習会
毎月１回／新町交流センターな

ど／ボランティ
アでヨガを指導／１０人以上のグループ対象／
詳細は問い合わせを／原（緯０９０－４２２２－
５３６２）
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－２２９６）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科
４月１８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）
★不登校を考える親と子の会
４月１９日㈰１３：３０～１６：３０／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）
★日野・市民自治研究所～広田次男氏講演「原
発事故から４年、福島から見たこの国の形」
４月１９日㈰１４：００～１６：００／生活・保健センタ
ー／５００円／同研究所（緯５８９－２１０６）
★相続、遺言、成年後見など暮らしに関する
無料相談会
４月２０日㈪１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館／飯田（緯０９０－８５６４－５２０８）
★産後の骨盤矯正＆引き締めエクササイズ
４月２１日㈫・２８日㈫１０：００～１１：３０／生活・保
健センター／母親対象※お子さま連れ可／飲
み物、上履き、汗ふきタオルなど持参／山科
（緯０９０－５７８４－６５５８）
★丹精込めて育てた花咲く庭～オープンガー
デンします
４月２１日㈫１３：３０～１５：３０／会員宅（多摩平）
／５００円※ケーキ、飲み物付き／４月１７日㈮
１４：００～１６：００に黒田（緯５８１－７２６０）へ
★はじめてのヨガサークル
４月２１日㈫…新町交流センター、２４日㈮…新
井地区センター／１９：００～２０：３０／初心者対象
／１回１,０００円※指導あ

り／ヨガマット（バスタ
オル可）、飲み物など持参／伊藤（緯０８０－
５０７２－４１８８）
★月末なごみ中国茶会～旬の中国茶・台湾茶
でほっと一息してみませんか！
４月２５日㈯・５月３０日㈯１０：００～１１：００／多摩
平の森ふれあい館／６人／１,０００円※茶菓子
付き。指導あ

り／４月２３日㈭までに佐藤（緯０９０
－９３８４－０１２０）へ
★肝臓病治療体験交流・療養相談会
４月２６日㈰１３：３０～１５：３０／中央公民館／Ｃ型
肝炎の最新治療（飲み薬）について／日野市
肝臓病友の会（ 古  泉 緯５８３－５３１５）

こ いずみ

★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・昭和記念公園
（立川市）
４月２６日㈰１０：３０日野駅または豊田駅改札口
集合、１４：００解散／３００円（家族５００円）※交通
費別途。弁当、飲み物付き／ボランティアグ
ループこすもす（緯５８９－４３９９）へ申し込み
★家庭倫理講演会～生きぬく力
４月２６日㈰１０：００～１１：３０／ひの煉瓦ホール
（市民会館）／たくましく生きる力を養い、
未来を切り拓いていく生き方を学ぶ／１,０００
円／倫理研究所（林緯０９０－２６５６－１９３６）
★より鳥みどり観察会（南平丘陵公園～七生
公園）
５月６日（振休）９：００南平駅前集合、１２：００解散※
雨天中止／３００円※小・中学生１００円／筆記用
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「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。
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★るんびにから
葛女性と子供のための東洋医学講座～女性の
ための東洋医学入門、身体のバランスを感じ
る…４月１９日㈰１３：３０～１５：００／新町交流セン
ター／１,５００円（資料代な

ど）葛薬膳おやつ講座
～春の冷えのぼせ、ストレスの薬膳おやつ…
４月２６日㈰１４：００～１６：００／東部会館／よもぎ
といちごのショートケーキ、芋と豆のフルー
ツ薬膳煮な

ど／３,８００円（材料費な
ど）／いずれも

るんびに（佐伯緯０９０－１１０３－０６０１）
★サークルいっち無料講習会～カンツォーネ
を歌ってみよう！
４月２４日㈮、５月８日㈮１３：００～１５：００／東部
会館／日本語とイタリア語でカンツォーネを
歌う／１５人／ 栁  田 （緯０９０－２２５１－３８９３）へ

やなぎ だ

申し込み
★資本論第１巻を読む会
４月２４日㈮１９：００～２１：００／生活・保健センタ
ー／資本の分析／１,０００円※大学生５００円、高
校生無料／北村（緯０９０－９９５３－２４５８）
★くるくる回るラートに挑戦！初心者講習会
４月２６日㈰１６：００～１７：００／富士電機体育館
（富士町）／身長１４５cm以上の小学生以上対
象／若干人／１,０００円／たまラートクラブ（森
緯０９０－６１７１－１１５４）へ申し込み
★文学で読む明治の社会～女学生の登場
４月２７日㈪～７月６日㈪（全６回）／実践女
子大学（大坂上）／田山花袋の女学生小説を
読む／２８人／８,１００円／同大学生涯学習セン
ター（緯５８９－１２１２）へ申し込み
★多摩太極 鞭  杆 講習会

ベン ガン

４月３０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※棒の貸
し出しあ

り／２,０００円／４月２９日㈷までに西川
（緯０９０－６７９６－２１７８）へ
★日野精神障害者家族会・学習会～精神保健
福祉の動向と家族の役割（仮）
５月２日㈯１３：３０～１６：００／生活・保健センタ
ー／同会（石橋緯０９０－７００８－５９９５）
★日野手品サークル～マジック講習会
５月１２日～６月２３日の第２・第４火曜日１９：００
～２１：００／多摩平の森ふれあい館な

ど／トラン
プ、ロープ、新聞マジックな

ど／初心者（幼稚
園、保育園、介護施設の先生など）対象／１０

講習・学習講習・学習会会

　原稿は郵送、持参、または市 から電
子申請で受け付け／政治・宗教・営利に
関するものは掲載不可／問い合わせは各
文末の代表者へ。市は関与していません
／特に記載のないものは原則無料／掲載
後に苦情があったものは、今後の掲載を
見合わせていただきます／掲載された記
事は、市 で広報ひのＰＤＦ版・テキス
ト版にも掲載されます

　
HP

　
HP

人／５００円／大塚（緯５８１－２０８２）
★若返り、脳トレ、生きがいに「八木節太鼓」
無料体験講習会
５月２日㈯・９日㈯１５：００～１６：３０／落川都営
住宅地区センター／石坂（緯５９２－５１５７）
★体験会・香りの石鹸作り～植物と暮らす
５月５日㈷１３：３０から／豊田南地区１号公園
内集会施設／レモンバーム、ラベンダーの香
り石鹸作り／５００円／横田（緯０９０－５７６６－
５２３４）へ申し込み
 

★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
４月１９日㈰９：００～１２：００／新町交流センター
／１人３０分葛同無料電話相談会…４月１５日㈬
～２６日㈰１３：００～２０：００／いずれも行政書士・
望月（緯０７０－５４６７－２７５７）へ申し込み
★ミセス体操始めませんか！
４月１６日㈭・３０日㈭…勤労・青年会館、４月
２０日㈪・２７日㈪…落川都営住宅地区センター、
４月１５日㈬…万願荘地区センター／１０：００～
１１：３０／おおむね５０～７０歳代対象葛ママも引
き締め筋力つけてストレッチでほぐしましょ
う…４月１７日㈮・２４日㈮９：４０～１０：４０／新井
地区センター／お子さま連れ可葛親子で一緒
に運動…４月１７日㈮・２４日㈮１０：４５～１１：２０／
新井地区センター／未就園児と母親対象／い
ずれも倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）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
４月１６日㈭１０：００～１２：００／中央福祉センター
／情報交換、悩みの共有、就労相談な

ど／同会
（緯０８０－８４２６－８６３５）
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場
４月１８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）
★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（要申込）…４月２１日㈫・２８日㈫１３：００
～１５：００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…４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

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日
６月１日号…４月２８日（火）
６月１５日号…５月１５日（金）
７月１日号…６月１日（月）
７月１５日号…６月１５日（月）


