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★不登校を考える親と子の会
３月２９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）
★介護職員初任者（２級ヘルパーと同等の資
格）研修
５月１８日～８月７日の月曜・水曜・金曜日／
地域保健企画ビル（立川市）／１８～６５歳対象
／２４人／６５,８３０円／４月１日㈬からヘルパー
ステーションコスモス日野（緯５８７－６２９２※平
日９：００～１７：００）へ
★ひの社会教育センターから
葛尺八教室発表会…３月１７日㈫葛鉄棒飛び箱
教室…３月２７日㈮～３１日㈫葛トランポリン教
室…３月３０日㈪～４月２日㈭葛シャンソン教
室合同発表会…４月４日㈯葛幼児教育と子育
て支援視察カナダツアー…５月３日㈷～１０日
㈰／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）
 

★唄の会
３月１５日㈰・２２日㈰・２９日㈰１３：３０から／七生
福祉センター／赤とんぼ、ゴンドラの唄、兄
弟船な

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★杉野幼稚園・園庭開放～お庭でお弁当はい
かが！
３月１９日㈭１２：００～１５：００※雨天中止／同園
（百草）※直接会場へ／同園（緯５９１－３５１５）
★さんぽっぽひろば（幼児の遊び場）開放
３月１９日～３０日の月曜・木曜日１０：００～１２：００
／さんぽっぽひろば（三中隣）／保護者同伴
／日野どんぐりの丘幼児教室（松本緯５９２－
４７６１）
★日野四季の会～ダンスパーティー
３月２０日㈮・２８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）
★母と子の英語で遊ぼう
３月２０日㈮１０：３０～１２：００／中央福祉センター
／０～３歳児の母子対象／先着８組／５００円
／小笠原（緯５８３－５５３２）へ申し込み
★ハーモニーから
葛英語で歌おう（要申込）…３月２１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…３月１８日㈬・２５日㈬１４：００から…サロ
ン・ド・ハーモニー（南平）、２８日㈯１０：００か
ら…平山 季  重 ふれあい館、１４：００から…大和
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田地区センター／５００円葛今村直子ジャズラ
イブ…３月２２日㈰１５：００から…サロン・ド・ハ
ーモニー（南平）／２,０００円／いずれも詳細は
問い合わせを／同会（久木田緯０７０－５０２３－
２０１２）
★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
…３月２１日㈷１０：００～１２：３０／４０人／４００円葛
懐かしの歌声喫茶…３月２１日㈷１３：３０～１６：３０

　
HP

もよおもよおしし

／７０人／８００円／いずれも勤労・青年会館／前
田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★サクラダンスパーティー
３月２１日㈷１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★うたごえ・まある
３月２２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／歌声喫
茶／５０人／６００円／江上（緯０９０－５５６４－９８１８）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
３月２２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）
★わくわくおはなし会
３月２２日㈰１５：００～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ／昔話を聞く／日野おはな
しの会（田島緯５８３－０８９６）
★歌で楽しむ元気会
３月２５日㈬１０：３０～１１：３０／七生福祉センター
／季節の童謡、唱歌、歌体操な

ど／おおむね６５
歳以上の方対象／５００円／小川（緯５９２－６５１０）
★第七公園でひよこハウス多摩平のおともだ
ちと一緒に遊びませんか
３月２６日㈭１０：００～１０：４５※雨天の場合は２７日
㈮／同公園（多摩平）※直接会場へ／紙芝居、
かけっこ、体操な

ど／近隣の親子対象／同園
（梶谷緯５８２－８８６１）
★ビートルズサークルＪＯＨＮ
３月２９日㈰１８：００～２１：００／万願寺交流センタ
ー／ビートルズの曲やＤＶＤの視聴と交流／
１０人／小池（緯０８０－５００５－４４９４）へ申し込み
 

★日野市ソフトテニス連盟から
葛春季団体戦…４月５日㈰９：００～１７：００※予
備日４月１２日㈰／旭が丘中央公園／一部、二
部（男女混成可・３組編成）／１チーム６,０００
円／３月２９日㈰までに飯塚（緯０４２－６６０－
０７９５）へ葛講習会…４月１８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）
★ゴルフ入門講座
４月１３日～６月６日の月曜・火曜・土曜日１０：
００～１１：１５※週１回７講座／旭が丘ゴルフク
ラブ／成人対象／各クラス１０人／１７,０００円※
無料貸し出しクラブあ

り／平山（緯０９０－２４１４－
６６０４）へ申し込み
 

★日野悠遊の会ひまわりの会共催絵画作品展
３月１７日㈫～２２日㈰１０：００～１７：００※２２日は
１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、
水彩、アクリル／荒井（緯５８１－５４００）
★四中吹奏楽部定期演奏会
３月２１日㈷１３：３０から／ひの煉瓦ホール（市民

スポースポーツツ

美術・音美術・音楽楽

会館）／同校（緯５８３－３９０５）
★三中吹奏楽部定期演奏会
３月２２日㈰１３：３０から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／「祈りは時の流れに輝
く」（コンクール金賞受賞曲）など／同校（緯５９１
－２２２８）
★陶彩会～作陶展
３月２４日㈫～２９日㈰１０：００～１７：００※２９日は
１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／久保木
（緯５８１－６２６９）
★茜会～作陶展
３月３１日㈫～４月５日㈰１０：００～１７：００※５日
は１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／倉津
（緯５９３－３２９７）
 

★日野市美術連盟
毎月第２日曜日１３：３０～１６：０５／生活・保健セ
ンターな

ど／デッサン会、作品発表年３回、講
習会年３回な

ど／年３,０００円／対象など詳細は
問い合わせを／新井（緯５８１－５０７２）
★カラオケ～愛好会ササ
毎週月曜・水曜・金曜日１３：００～１７：３０／会員
宅（神明）／各曜日６人※高齢者歓迎／笹沼
（緯０９０－２１４１－０１５５）
★日野ラジオ体操会
４～１０月の毎日６：１０～７：００※雨天中止／１１
～３月は問い合わせを／多摩平第１公園／ラ
ジオ体操第１・第２、ストレッチ、中国健康
体操な

ど／参加日・参加時間は自由※見学・体
験歓迎／年１,０００円／原島（緯５８２－０４５１）
★演劇をみる会～あさかわ
年６回（昼・夜）観劇／八王子いちょうホー
ル／入会金５００円、月２,２５０円／田中（緯５８３－
５２４６）
★社交ダンスで健康維持無料講習会
毎週水曜・土曜日１３：００～１６：００／和田公園内
クラブハウスな

ど／指導あ
り／おおむね７０歳以下

の初心者、初・中級者対象／１０人／岡嶋（緯
０８０－５６５６－４９０２）
★すこやかヨガサークル
毎月４回水曜日１３：３０～１５：００／谷仲山地区セ
ンターな

ど／初心者歓迎／月２,５００円／中山（緯
５９２－９３７８）
★幼児サークル～ピヨピヨ
毎月８回９：１０～１１：３０／東部会館な

ど／絵画、
製作、音楽リズムな

ど／２～４歳児対象／費用
など詳細は問い合わせを／広瀬（緯５８５－
５６２６）
★俳句サークル～古歌場会
毎月第２木曜日１３：００～１６：００／百草図書館な

ど

／初心者歓迎／月５００円※指導あ
り／３月１８日

㈬から木村（緯０９０－８８７７－６１０４）へ
★ストレッチ＆リフレッシュダンス
毎週木曜日①９：００～１０：００②１０：１０～１１：３０／
落川交流センターな

ど／①ストレッチ②ストレ
ッチとリズムダンス／成人女性対象／月
３,０００円※指導あ

り／西島（緯０９０－４４１３－９５６９）

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。
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★マリーゴールド～英語で歌おう！
３月２０日㈮１０：１５～１１：４５…七生台地区センタ
ー、２３日㈪１３：３０～１５：００…市民の森ふれあい
ホール／シニア歓迎／高橋（緯５９１－８６６８）
★健康のためのヨガ体験会
３月２０日㈮１４：００～１５：００…東部会館、３０日㈪
１０：００～１１：００…新町交流センター、１４：００～
１５：００…落川交流センター／４人／８００円※指
導あ

り／原（緯０９０－４２２２－５３６２）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
３月２２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…３月１５日㈰
～２８日㈯１３：００～２０：００／いずれも行政書士・
望月（緯０７０－５４６７－２７５７）へ申し込み
★メンタルヘルスのワークショップ
３月２２日㈰、４月１２日㈰１３：３０～１６：３０／新町
交流センター／ＷＲＡＰ（元気回復行動プラ
ン）の紹介とワークショップ／１６人／１,０００円
※指導あ

り／大村（緯０８０－９３６７－７０８９）
★相続・遺言・成年後見など暮らしに関する
無料相談会
３月２３日㈪１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい
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館／（飯田緯０９０－８５６４－５２０８）
★たのしく知育リトミック！体験会
３月２７日㈮１１：００から／市民の森ふれあいホ
ール／親子リトミック～手遊び、リズム遊
び、絵本読み聞かせな

ど／平成２４年４月～平成
２６年３月生まれの幼児と保護者対象／先着１０
組／森田（緯０９０－５４１６－３９２７）へ申し込み
★日野精神障害者家族会・交流会～情報交換、
悩み相談など何でも
３月２８日㈯１３：３０～１６：００／福祉支援センター
／同会（片岡緯０８０－１２３８－５９６０）
★ペリー来航の「浦賀」を巡る
３月２８日㈯８：４０ＪＲ八王子駅横浜線ホーム
または１１：００浦賀駅集合、１５：３０解散／３００円
※交通費・昼食代は各自負担／佐藤彦五郎友
の会（吉澤緯８４３－１２１０）へ申し込み
★長沼公園～カタクリ観察会
３月２８日㈯・２９日㈰１０：００からと１１：００から／
同公園（八王子市）駐車場集合※直接集合場
所へ／各回先着３０人／都立桜ヶ丘公園（緯０４２
－３７５－１２４０）
★遺言・相続の無料相談会
３月２９日㈰１３：００～１７：００／生活・保健センタ
ー／正しい遺言書の作り方、相続の仕方／１０
人／高齢者支援センター（石川緯５８６－２９１６）
へ申し込み
★植物・昆虫ウオッチング「春の日野歩き～
早春の植物と昆虫を観る」
３月２９日㈰９：３０日野駅改札口集合、１４：００豊
田駅解散※荒天中止／昼食、飲み物、筆記用
具など持参／２００円※小・中学生１００円／長岡
（緯５９２－６５１５）
★劇団空飛ぶひつじ創立２０周年記念公演「く
らかけ松の天狗～夢華と佑介と天狗様」
４月４日㈯１５：００から／杜のホールはしもと
（相模原市）／２,０００円※小人１,８００円／同劇
団（川崎緯０９０－１８４７－７６１３）
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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。

投稿のページ

 

★子育てママのベビーと一緒の邦楽～琴・三
味線無料体験講習会
３月１７日～４月２８日の毎週火曜日１０：００～１２：
００／三沢東地区センター／初心者、楽器なし
可／親子５組／森（緯５９２－５１５７）へ申し込み
★るんびにから
葛ママ講座「月のリズムでお灸セルフケア」
…３月１８日㈬１３：３０～１４：４５／かなざわ助産院
（多摩平）／３,５００円（資料代な

ど）葛女性の東
洋医学「ストレスの家庭漢方①～薬剤師から
市販漢方薬について学ぼう」…３月１７日㈫１３：
３０～１４：３０／新町交流センター／２,０００円（講
師料な

ど）／いずれもるんびに（佐伯緯０９０－
１１０３－０６０１）
★中国語上級～無料体験講座
３月２０日㈮１０：１０～１２：１０／高幡図書館／中国
語検定３級程度の方対象／趙（緯０７０－５５９２－
８２８５）へ申し込み
★超簡単小型ハープ無料体験～若返り、脳ト
レに最適
３月２２日㈰１１：００～１２：００／万願寺交流センタ
ー／初心者対象／６人／貸しハープあ

り／日野
ハープの会（緯０９０－６０５３－２９５９）へ申し込み
★障害者差別をなくす条例に関する３月学習
会
３月２４日㈫１８：３０～２０：３０／生活・保健センタ
ー／４０人／障害者差別をなくす日野市条例づ
くりの会（藤田緯５９４－７４０１）
★資本論第１巻を読む会
３月２７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）
★心と体のセミナー～価値観ババ抜き
３月２８日㈯１０：００～１２：００／新町交流センター
／先着２０人／１,０００円（資料代）※無料相談あ

り

／癒しのいおり楽楽庵（鮫島緯５８５－６５５２）へ
申し込み
★市民後見人についての勉強会
３月２８日㈯１４：００～１５：００／中央福祉センター
／市民対象／２０人／成年後見サポートひの
（緯０４２－７９７－７５５４）へ申し込み
★社交ダンススマイル無料講習会
４月の毎週木曜日１３：３０～１５：３０／新町交流セ
ンター／モダン、ラテン／中級程度の方対象

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

／内藤（緯０９０－６１１６－６１３３）
★社交ダンス（ワルツ・ルンバ）講習会（初・
中級）
４～５月の毎週木曜日１９：３０～２０：３０／ひの社
会教育センター（多摩平）／月５００円／スイン
グ日野（粕谷緯５８６－７６９５）へ申し込み
★楊名時八段錦・太極拳
４月２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 

ベン

 杆 講習会…４月２日㈭１６：００～１７：３０／東京至
ガン

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／いずれも西川
（緯０９０－６７９６－２１７８）へ申し込み
★体験会・基礎化粧品作り～植物と暮らす
４月７日㈫９：００～１２：００／豊田南地区１号公
園内集会施設／化粧水、クリーム作り／５００
円／横田（緯０９０－５７６６－５２３４）へ申し込み
★定年青春塾
４～８月の第２・第４火曜日９：３０～１２：３０／
社会教育協会ゆうりか（多摩平）／毎日のニ
ュースを気軽に意見交換／成人対象／２０人／
５,４００円／同協会（緯５８６－６２２１）
★初めてのミュージックベル入門
４月１８日㈯１７：３０～１９：３０／南平駅西交流セン
ター※直接会場へ／１,０００円※子供・高齢者施
設勤務者無料／ディタール（緯０８０－９１１８－
０６２１）
 

★ミセス体操～体力upとストレッチで健康
３月１６日㈪・２３日㈪・３０日㈪…落川都営住宅
地区センター、１８日㈬・２５日㈬…万願荘地区
センター／１０：００～１１：３０葛ママのためのビュ
ーティーup講座…３月２０日㈮・２７日㈮１０：００
から／新井地区センター葛未就園児のための
楽しいリズムあそび…３月２０日㈮・２７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
★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）…３月１７日㈫・２４日㈫・３１
日㈫１３：００～１５：００葛ゆったりハウス～お茶を
飲んで歓談して、歌い、仲間をつくる…３月
２１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）

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日
５月１日号…４月１日（水）
５月１５日号…４月１３日（月）
６月１日号…４月２８日（火）
６月１５日号…５月１５日（金）


