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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
★整体師が教えるお手軽セルフケア　４月１４
日㈫・２１日㈫・２８日㈫１０：００～１１：３０／多摩平
の森ふれあい館／簡単肩こり腰痛ケア／８人
※お子さま連れ可／１回１,０００円／堤（緯８４９
－５２２３）へ申し込み
★ママのための本格的ヨガ＆ピラティス　４
月１８日㈯①１３：００～１４：００②１４：３０～１５：３０／市
民の森ふれあいホール／①ママヨガ※お子さ
ま連れ可②リフレッシュヨガ／各先着１０人／
初心者歓迎／１,７５０円※会員１,５００円／ダンス
クラブＧＲＯＯＴＨ（朝美緯０８０－５８８４－
７５４４）へ申し込み
★新緑の長沼・平山城址公園を歩こう　４月
２５日㈯９：３０長沼駅改札前集合、１４：００解散／
３０人／５０円／申込方法など詳細は問い合わせ
を／４月１０日㈮までに都立桜ヶ丘公園（緯０４２
－３７５－１２４０）へ
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・茶話会　４月２６日㈰１３：３０～１４：３０／
平山台健康・市民支援センター／５００円※会員
１００円／同会（宮崎緯０８０－５４５４－２３７６）へ申
し込み
★ケア・センターやわらぎ～介護職員初任者
研修（通学）受講生募集　５月８日～７月１５
日の月曜・水曜・金曜日／同センター（立川
市）／２４人／５６,９９５円／詳細は問い合わせを
／５月１日㈮までに同センター（井上緯０４２－
５２３－３５５２）へ
★ひの社会教育センターから　葛男の料理教
室…４月１７日㈮～７月１０日㈮（全６回）１０：００
～１２：３０葛４カ月～１歳まで親子遊びぴよぴ
よちゃんクラス…４月８日㈬１０：２０～１１：１０／
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）
 

★ひのボールルームダンス協会・土曜会サタ
デーナイトダンスパーティー　４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）
★スミレダンスパーティー　４月４日㈯１３：
３０～１６：００／新町交流センター／５００円／渡辺
（緯０９０－２４４７－２３２９）
★唄の会　４月５日㈰・１２日㈰１３：３０から／七
生福祉センター／リンゴの唄、目ン無い千
鳥、オホーツクの船唄／金子（緯５９２－３８６２）
★ハーモニーから　葛英語で歌おう（要申込）
…４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円葛柏木基寛ライブ…４月５日㈰
１４：００から／サロン・ド・ハーモニー（南平）
１,５００円葛歌声喫茶…４月８日㈬１４：００から…
サロン・ド・ハーモニー（南平）、１１日㈯１０：
００から…市民の森ふれあいホール／５００円／
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いずれも詳細は問い合わせを／同会（久木田
緯０７０－５０２３－２０１２）
★ナレオ・ウクレレ演奏会～ウクレレ合奏、
ハワイアンバンド演奏とフラダンス　４月５
日㈰１３：３０～１６：００／多摩平の森ふれあい館※
直接会場へ／冨本（緯５８１－４４６８）
★うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種をとばそ
う　４月５日㈰１３：３０～１６：３０／ひの社会教育
センター（多摩平）※直接会場へ／リクエスト
曲をみんなで歌う／６００円※飲み物付き／同
喫茶たんぽぽ実行委員会（鈴木緯５８１－３４４１）
★うたごえinひのから　葛ナツメロカラオケ
をみんなで一緒に歌う会…①４月５日㈰１２：
００～１７：００／ラソンブル（多摩平）／３０人／
２,０００円②４月１８日㈯１０：００～１２：３０／勤労・青
年会館／４０人／４００円葛懐かしの歌声喫茶…
４月１８日㈯１３：３０～１６：３０／勤労・青年会館／
７０人／８００円／いずれも前田（緯０９０－８８１１－
４０１２）
★たまダンスサークルから～火曜会・社交ダ
ンスパーティー　４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

★アメリカ人の先生の英語サークル～イース
ターの卵作りと宝探し　４月７日㈫・８日㈬・
１０日㈮・１３日㈪午後※年齢別で時間を指定。詳
細は問い合わせを／多摩平の森ふれあい館な

ど

／１歳児～小学生対象／１００円※指導あ
り／保

谷（緯５８７－７９８１）へ申し込み
★英語のうたとおはなし・イースターを親子
でたのしもう　４月８日㈬・１５日㈬①１４：００～
１５：００②１５：３０～１６：３０／ひの社会教育センタ
ー（多摩平）／①０～３歳児対象②３～５歳
児対象／１回１組５００円※英語の歌ＣＤ付き
／永山（緯５８１－１９２０）へ申し込み
★カナリアの会～童謡、季節の歌を一緒に歌
いましょう　４月９日㈭１０：３０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）
★村上先生と楽しく歌う会　４月１１日㈯１３：
３０～１５：３０／南平駅西交流センター／叙情曲、
唱歌、世界の民謡な

ど／８００円／内川（緯５９２－
５２８４）
★フリーマーケット　４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）／出店者募集※詳細は問い合わせを
／同施設（緯５８２－１３１３）
★パンジーダンスパーティー　４月１１日㈯
１３：３０～１６：００／新町交流センター／５００円／
渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★日野四季の会～ダンスパーティー　４月１２
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）
★演歌サークル桜　４月１２日㈰１８：００～２０：００
／中央福祉センター／川の流れのように、津
軽海峡冬景色を練習／指導あ

り／２０人／小池
（緯０８０－５６９４－０１２４）へ申し込み
★杉野幼稚園～親子で遊ぼう！　４月１５日㈬
１３：３０～１４：３０／同園（百草）※直接会場へ／
簡単製作、手遊びな

ど／上履き持参／同園（緯

５９１－３５１５）
★うたごえひろば・生演奏で歌のリーダーと
一緒に歌おう　４月１８日㈯１４：００～１６：００／中
央福祉センター※直接会場へ／おおむね６０歳
以上の方対象／先着８０人／２００円／同ひろば
（緯０９０－９８２５－３４２１※平日１９：００～２１：００）
★日本ボールルームダンス連盟～東京都地域
協会ダンス講習会＆パーティー　４月１９日㈰
１３：３０～１６：３０／新町交流センター※直接会場
へ／５００円※プロ講師の解説あ

り／松﨑（緯５８２
－２８５５）
★出演者募集～ステージで歌ってみませんか
５月５日㈷１２：００から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／指導あ

り／１８歳以下対象／１０人／４月
３０日㈭までにOTOH－SUN（緯０８０－５６９４－
０１２４）へ
★日野台幼稚園未就園児対象プログラム～園
庭開放　５月２２日㈮から全１０回※詳細は同園
 参照／同園（多摩平）※直接会場へ／未就
園児と保護者対象／同園（緯５８１－２６１５）
 

★日野絵画四人展～門倉光夫、船見勇、西村
茂子、中村カヨ子　４月７日㈫～１２日㈰１０：
００～１７：００※１２日は１６：００まで／とよだ市民ギ
ャラリー／油彩、水彩／門倉（緯５８３－０１２５）
★ブラン定期演奏会　４月１１日㈯１４：００から
／いちょうホール（八王子市）／天城越え、
北酒場、ロマンチストの豚な

ど／１,０００円／小山
（緯５８４－５７９４）へ申し込み
★みずき会～油彩・水彩など絵画展　４月１４
日㈫～１９日㈰１０：００～１７：００※１９日は１６：００ま
で／とよだ市民ギャラリー／岡野（緯５８３－
５３１９）
 

★ミニテニス講習会　４月４日㈯、５月９日
㈯１３：３０～１６：００／南平体育館／初心者・初級
者対象／先着２０人／１回３００円※指導あ

り／日
野市ミニテニス連盟（馬場井緯０９０－５４２６－
９０３７）へ申し込み
★春季バードゴルフ体験と講習　４月１６日㈭
９：３０～１２：００／多摩川グラウンド／指導あ

り／
未経験者対象／２０人／飯森（緯５８４－８２７４）
★日野市卓球選手権大会（硬式シングルス）
４月２９日㈷９：００から／市民の森ふれあいホ
ール／市内在住、在勤、在学者、連盟会員対
象／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
／４月４日㈯までに日野市卓球連盟（大久保
緯５８３－０９７７）へ
★日野市ミニテニス協会・レディース大会　
５月３１日㈰９：００～１７：００／南平体育館／市内
在住・在勤者、会員対象／ペアで申し込み／
１人７００円／４月２５日㈯までに同協会（大見緯
５８６－７９１９）へ
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★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
４月の毎週木曜日午前※９日を除く…新町交
流センターなど、毎週火曜日午前…落川地区
センターなど、毎週月曜日午前…平山 季  重 ふ

すえ しげ

れあい館な
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　４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　４月４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
★るんびにから　葛やさしい家庭漢方薬講座
～ストレスの市販漢方薬②…４月７日㈫１３：
３０～１４：３０／新町交流センター／女性対象／
２,０００円葛ママ講座～産後のケア、産後の回復
にお灸をしよう！…４月１５日㈬１３：３０～１４：４５
／かなざわ助産院（多摩平）／３,５００円／いず
れもるんびに（佐伯緯０９０－１１０３－０６０１）
★女声合唱団コーア・テレージア～無料体験
講座　４月７日㈫・１４日㈫１４：３０～１６：００／勤
労・青年会館／練習曲…三善晃作品／高橋（緯
５８４－０５５０）
★大正琴無料講習会　４月８日㈬・１５日㈬・
２２日㈬１５：００～１７：００／多摩平の森ふれあい館
／貸し琴あ

り／飛田（緯５８６－７１３２）へ申し込み
★市民公開講座～英語を楽しく学ぶ方法講習
会　４月１０日㈮１０：００～１２：００／ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）／２０人／１,０００円／４月６日㈪
までに英語おしゃべりクラブ（緯５８２－８６９１）へ
★旬を生かし体をいたわる薬膳料理～自分や
家族の健康を考えるきっかけに一緒にやりま
せんか　４月１１日㈯１０：００～１２：００／東部会館
／鯛のそぼろ寿司、わかめの梅和えな

ど／先着
１５人／１,５００円／４月４日㈯までに川井（緯
０４２－５５９－０４３６※１０：００～１８：００）へ
★和紙ちぎり絵体験～季節の花を短冊に　４
月１４日㈫１１：００～１３：００／東部会館／１０人／
８００円／奥田（緯０９０－２４２７－７７９０）へ申し込み
★楊名時八段錦・太極拳　４月１６日㈭１３：３０～
１５：００／七生福祉センター／気功八段錦と太
極拳／５００円／西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ
申し込み

講習・学習講習・学習会会
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★母の日企画～グラスコード（めがね紐）を
作って贈ろう！　４月１７日㈮９：３０～１１：３０／
多摩平の森ふれあい館／成人対象／６人／
１,８００円（材料費な

ど）／佐藤（緯０９０－９３８４－
０１２０）へ申し込み
★市民による社会・経済研究会から　２０１５年
度テーマ「グローバル経済の世界史的展開過
程」／４月１８日㈯…グローバル経済の意味、
２５日㈯…アジアと世界経済の接触／１４：００～
１６：００／ひの煉瓦ホール（市民会館）／１,０００
円／増田（緯５８５－１５８５）
★浅川少年少女合唱団～ミュージカル講座　
４月１９日㈰９：３０～１６：３０、２６日㈰９：００～１６：
３０／東部会館／歌、ダンス、芝居を基礎から
体験／小・中学生対象／３００円（資料代）／山
本（緯０９０－１４５２－０８０３）
★国際クッキング～マリニさんに習うスリラ
ンカの家庭料理をご一緒に　４月２５日㈯１０：
００～１３：００／中央公民館／２０人／８００円／日野
国際友好クラブ（石川緯５８３－８６３４※１８：００以
降）へ申し込み
★歴史の見方・歩き方　４月２５日～７月１１日
の第２・第４土曜日１０：００～１２：００※６月１３日
を除く／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／
２０人／９,１８０円／同協会（緯５８６－６２２１）
★簡単英語で楽しく異文化体験！オランダ人
女性と本場の伝統菓子ストロープワッフルを
作りませんか　４月２８日㈫９：４５～１２：１５／市
民の森ふれあいホール／１,５００円（材料費な

ど）／
４月６日㈪から西村（緯０８０－１４５５－３２９８）へ
 

★日野生活と健康を守る会　葛税金自主申告
記入説明会、暮らしの何でも相談会など…４
月７日㈫・１４日㈫１３：００～１５：００／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・中学生、高校
生の勉強会…４月の毎週木曜日…ゆのした市
民交流センター（日野本町）、毎週水曜日…コ
ミュニティハウスアウル（豊田）／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
★楽しく体力up体操　４月２日㈭・９日㈭
１０：００～１１：３０／勤労・青年会館葛ミセス体操
…４月６日㈪・１３日㈪…落川都営住宅地区セ
ンター、４月１日㈬・８日㈬・１５日㈬…万願
荘地区センター／１０：００から葛ママのための
ビューティーup講座…４月３日㈮・１０日㈮
１０：００から／新井地区センター葛未就園児の
ための楽しいリズム遊び…４月３日㈮・１０日
㈮１１：１５から／新井地区センター／いずれも
倉橋（緯０９０－５９９９－６６２８）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５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１日㈬～１２日㈰１３：００～２０：００
／いずれも行政書士・望月（緯０７０－５４６７－
２７５７）へ申し込み

ごあんなごあんないい

★社交ダンス～日野フリーレッスン木曜会　
４月の毎週木曜日１３：００～１７：００／東部会館／
１回５００円／岩崎（緯０８０－５５１４－３９６９）
★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
４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）
★４０歳～予防のためのヨガ体験会　４月３日
㈮１３：００～１４：００、８日㈬１０：００～１１：００／市民
の森ふれあいホール／６人／８００円※指導あ

り

／原（緯０９０－４２２２－５３６２）へ申し込み
★ピラティスを体験してみませんか？　４月
の毎週金曜日１９：３０から／多摩平の森ふれあ
い館／女性対象／若干人／５００円※指導あ

り／
斉藤（緯５８２－１０６７）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　４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）
★モーツァルト・レクイエムを一緒に歌いま
せんか？　４月５日㈰、５月１０日㈰１３：３０～
１６：００／勤労・青年会館／宇賀神（緯０９０－６０３８
－２７０８）
★社交ダンス～自主練習の会Ｍ＆Ｔ　４月の
毎週日曜日／１８：００～２１：００／東部会館／１回
５００円／岩崎（緯５８３－３９６９）
★５０歳からの健康づくり　４月９日㈭・１６日
㈭１３：４５～１５：３０／南平駅西交流センター／成
人女性対象／神崎（緯５９１－３４４６）へ申し込み
★日野・市民自治研究所～久米啓司氏の気功
セミナー　４月１１日㈯９：００～１１：００／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）
★日野母親大会～くらし・平和・憲法を考え
る　４月１１日㈯１３：３０～１６：００／生活・保健セ
ンター※直接会場へ／３００円（資料代）／木村
（緯５９４－４４９９）
★女子サッカーチアフル日野ＦＣ入会受付・
説明会　４月１１日㈯①１４：００～１４：２０②１４：３０
～１４：５０／市民の森ふれあいホール／体験会 
あ
り／①年長～小学生対象②中学生以上対象／
入会金あり、月２,５００円／上田（緯５８４－１１９３）
★癒やしのパステル画を描く会　４月１２日㈰
１４：００～１５：３０／多摩平の森ふれあい館／荒川
（緯０８０－６６４３－６９５２）
★日野市マンション管理士会～マンション管
理セミナー＆個別相談会　４月１２日㈰１３：３０
～１６：３０／生活・保健センター／大規模修繕成
功の秘訣／マンション管理組合の理事・区分
所有者など対象／２０人／同会（佐々木緯５９３－
１５０２）
★平成２７年度日野市障害者関係団体連絡協議
会総会　４月１２日㈰１３：３０～１６：００／生活・保
健センター／総会、障害福祉課より新年度の
障害者施策について、障害者差別をなくす日
野市条例づくりな

ど／名取（緯５９２－１５１７）
★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　４月１３
日㈪・２７日㈪１３：００からと１４：００から／京王ほ


