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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）
★ひのボールルームダンス協会・月例ダンス
パーティー
２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
２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）
★市民活動支援補助金交付事業～ふれあい食
事会
２月２５日㈬１１：００から／南平ふれあいサロン
／地域の方々対象／先着２５人／５００円／２月
２０日㈮までに南平ふれあい協議会（緯５９４－
０１０１）へ
★歌で楽しむ元気会
２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
歳以上対象／５００円／小川（緯５９２－６５１０）
★ならの木文化サークル～ハワイアンスプリ
ングライブ
３月１日㈰１５：００～１６：００／喫茶ならの木（豊
田駅南口）／パリーシェルス、レイナニな

ど／
２,０００円※コーヒー・ケーキ付き／奈良（緯５８４
－８０４９）へ申し込み
★さくら会～ダンスパーティー
３月１日㈰１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／山崎（緯５２４－９５５６）
 

★日野市美術連盟会員展
２月１７日㈫～２２日㈰１０：００～１７：００※１７日は
１３：００から、２２日は１６：００まで／ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）／油彩、水彩、パステル画／
門倉（緯５８３－０１２５）
★手織り仲間の手織り展
２月２３日㈪～２５日㈬１０：００～１９：００※２３日は
１２：００から、２５日は１８：００まで／府中グリーン
プラザ分館（府中市）／マフラー、ショール、
帯な

ど／池ヶ谷（緯０８０－１０４５－９３４４）
★Micropure JAZZ ACOUSTIC COMFORT 2
２月２８日㈯１９ ：００から／七生公会堂／サルサ
バンド＆スタンダードジャズ／３００人／２００円
／FUN　MUSIC（福田緯０７０－６５５７－７２０１）

美術・音美術・音楽楽

 

★ソフトテニス講習会
３月３日㈫１１：００～１５：００／旭が丘中央公園テ
ニスコート／初心者歓迎／５００円／日野市ソ
フトテニス連盟（西沢緯５８２－２８３０※夜間）
 

★生涯学習あけぼの会
毎月第２水曜日１０：００～１２：００／高幡図書館な

ど

／身近な法律、時事法律講座、弁護士の講話
／６人／月１,０００円／佐藤（緯５９１－２７２０）
★日野空手同好会
毎週日曜日１３：００～１５：００／高幡不動尊／小学
生以上対象※小学１・２年生は保護者同伴。中
高年者歓迎／６人／佐藤（緯５９１－２７２０）
★女声合唱～プリマヴェーラ
毎週月曜日１０：００～１１：３０／社会教育協会内ゆ
うりか（豊田駅北口）／発声の基本から※見
学歓迎／月５,０００円／清水（緯５８６－０２２８）
★日野走友会
毎週日曜日７：００～８：３０※１０～３月は８：００
から。雨天中止／大木島公園／Ａ～Ｄの４ク
ラス（走力別）で各々のコースを走る／年
３,０００円／横井（緯０９０－３３３６－４２７５）
★のびのびヨガサークル
毎週金曜日１８：４５～２０：１５／中央福祉センター
な
ど／月２,０００円／堀越（緯０８０－９０８３－２５６２）
★大正琴～すみれ会
毎月第１・第３水曜日１０：００～１２：００／東部会
館な

ど／初心者歓迎／琴の貸し出しあ
り／入会金

４,０００円、月３,０００円※指導あ
り／重松（緯０７０－

６４３９－１２５５）
★弦楽アンサンブル・チェロ奏者・ビオラ奏者
月２回金曜日１０：００～１３：００／多摩平グランル
ープ・ライブスタジオ／バッハ、モーツァル
トなどクラシック曲演奏／１回３００円／ 水  上 

みず かみ

（緯０９０－６６５９－７００８）
★英語の絵本を一緒に読む会
毎月第１金曜または土曜日午後／会員宅（豊
田）／８人／１回５００円※茶菓子付き／並木
（緯５８３－２７１３）
★いけ花・フラワーアレンジ～カトレア
毎月第２・第４木曜日１０：００～１２：００／ひの社

スポースポーツツ

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。

会教育センター（多摩平）など／参加費１回
１,６００円、花材費別途（いけ花１,１００円、フラ
ワーアレンジ１,６００円）／内田（緯５８３－６０８５）
★フライデー・コーラス
毎月第２・第４・第５金曜日１３：３０～１６：００／
多摩平の森ふれあい館な

ど／混声合唱※ピアノ
伴奏あ

り／６カ月１,８００円、１回２５０円※指導あ
り

／村田（緯０８０－３４９２－４０８０）
★木彫り～きつつき会
毎月第２・第４水曜日９：００～１２：００／中央公
民館な

ど／自由なテーマで作品を彫り上げ／初
心者歓迎※見学可／月５００円／市川（緯５９４－
７４６０）
★リーズ・テコンドー～日野クラブ
毎週土曜日１０：００～１１：３０／生活・保健センタ
ーな

ど／小学生以上対象※初心者歓迎／月
４,０００円※指導あ

り／阿部（緯０９０－２２２８－６３６０
※１７：００～２１：００）
★いにしえ体操会
毎週水曜日９：００～１０：３０／ひの社会教育セン
ター（多摩平）など／中国体操、フォークダン
ス、エアロビな

ど／中高年女性対象／年９,０００円
／葛野（緯５８１－４０４７）
★陶芸サークル～陶彩会
毎月第２土曜日１３：００～１７：００／五小な

ど／成人
対象／月２,０００円※指導あ

り／久保木（緯５８１－
６２６９）
★春耕かわせみ俳句会
１～３月の第１木曜日１３：００～１６：３０、４～９
月の第１木曜日１０：００～１２：３０／高幡図書館な

ど

／月１,０００円※指導あ
り／冨田（緯５９２－４１１９）

★女声コーラス～ひまわり
毎月３回土曜日１３：００～１５：００／愛隣舎（多摩
平）／日本の歌（童謡、唱歌な

ど）、世界の歌な
ど

／月２,０００円※見学歓迎／剱持（緯５８６－１３３５）
★よさ恋人～よさこい鳴子踊り
毎週木曜日１０：００～１２：００、毎週水曜日１９：００
～２１：００／生活・保健センターな

ど／初心者歓迎
／入会金１,０００円／藤林（緯５８１－７０６６）
★HARUのLet’s端唄サークル！
毎月第２・第４日曜日１０：００～１１：００／新町交
流センターな

ど／初心者歓迎／指導あ
り／費用な

ど詳細は問い合わせを／HARU（緯０８０－
６７２４－６２６６）
★日本舞踊～和組
毎月第１・第３火曜日１３：３０～１５：３０／高幡地
区センターな

ど／月２,０００円※指導あ
り／谷藤（緯

５９３－０８１４）
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館／成人女性対象／鎌田（緯０９０－６５６７－
０９１２）へ申し込み
★のんびりママの会～産後うつに悩むママの
しゃべり場
２月２８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）
★用水のまち・魅力再発見～水の郷日野エコ
ミュージアムマップ第４弾「日野用水編」完
全記念フォーラム
３月１日㈰１３：３０～１６：３０／中央福祉センター
※直接会場へ／３００円／日野塾（吉岡緯５９１－
７４１７）
★「圧殺の海～沖縄・辺野古」上映会
３月１日㈰１０：００から映画解説、上映は①１２：
１５～１４：０５②１６：１０～１８：００※ほか２作品併映
あり。上映時間は問い合わせを／北野市民セ
ンター（八王子市）／１,１００円※前売り１,０００円。
１８歳以下・障害者割引あ

り／古荘（緯５９２－３８０６）
★環境講演会・日野の野鳥を知る～春のきざ
し編
３月４日㈬１８：００～１９：００／日野自動車㈱本社
大ホール（日野台）／講師・安西英明氏（日
本野鳥の会主席研究員）／日野自動車グリー
ンファンド（本田緯５８６－５３６９）
★歴史古道ウオーク・平山城址と野猿峠の謎
３月８日㈰１０：００平山城址公園駅前集合／４０
人／１,０００円／申込方法など詳細は問い合わ
せを／２月２０日㈮までに桜ヶ丘公園（緯０４２－
３７５－１２４０）へ
★キャリアカウンセラーに聞く～男女の心理
でひもとく対話術
３月１１日㈬１９：００～２１：００／勤労・青年会館／
豊田駅付近で働いている方対象／２０人／
１,０００円／さんさん会（中村緯０８０－５６９２－
８３６７）へ申し込み
 

★唄の会
２月１５日㈰・２２日㈰、３月１日㈰１３：３０から／
七生福祉センター／荒城の月、リンゴ追分、
越後獅子の歌な

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★杉野幼稚園～園庭開放
２月１８日㈬１３：３０～１５：００※雨天中止／同園
（百草）※直接会場へ／同園（緯５９１－３５１５）
★日野四季の会～ダンスパーティー
２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）
★スプリングダンスパーティー
２月２１日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★ハーモニーから
葛斉藤由恵・大村剛士ライブ…２月２２日㈰１５：
００から／サロン・ド・ハーモニー（南平）／
１,５００円※茶菓子付き葛歌声喫茶…２月２８日
㈯１４：００から…大和田地区センター、３月１
日㈰１０：００から…平山 季  重 ふれあい館／５００円

すえ しげ
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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

 

★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
２月１７日㈫・２６日㈭９：４５～１２：１５／市民の森
ふれあいホール／１,５００円（材料費な

ど）／西村
（緯０８０－１４５５－３２９８）へ申し込み
★中・高年の健康に新しい生きがいに琴無料
体験講習会
２月１７日～３月１０日の毎週火曜日１０：００～１２：
００と１３：００～１５：００／三沢東地区センター／初
心者…さくら、中級者…六段／貸し楽器あ

り／
森（緯５９２－５１５７）
★るんびにから
葛ママ講座～肩こりと冷えのお灸ケア（セル
フケア）…２月１８日㈬１３：３０～１４：４５／かなざ
わ助産院（多摩平）／３,５００円（材料費な

ど）葛
薬膳おやつごはん講座～ひな祭りの薬膳、三
色団子パフェ、ミニミニ寿司…３月１日㈰
１０：００～１１：３０／東部会館／３,８００円／いずれ
も佐伯（緯０９０－１１０３－０６０１）
★体操講習会～運動を習慣付けて体力をつく
りましょう！
２月１９日㈭・２６日㈭…勤労・青年会館、２５日
㈬…万願荘地区センター／１０：００～１１：３０／倉
橋（緯０９０－５９９９－６６２８）へ申し込み
★三味線無料体験講習会
２月２０日～３月１３日の毎週金曜日１３：００～１５：
００／落川都営住宅地区センター／初心者…黒
田節、中級者…松の緑／斉藤（緯５９２－５１５７）
★災害医療センター～市民公開講座「胆膵が
んの症状と治療について」
２月２１日㈯１４：００～１６：００／同センター地域医
療研修センター（立川市）／先着２００人／２月
２０日㈮までに同センター地域医療連携室（緯
０４２－５２６－５５１１）へ
★資本論第１巻を読む会
２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）
★多摩太極 鞭  杆 講習会

ベン ガン

３月５日㈭１６：００～１７：３０／棒を持って動く太
極拳※棒の無料貸し出しあ

り／２,０００円／東京
至誠館道場（程久保）／３月４日㈬までに西
川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ

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
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HP

★お華炭つくり体験講座
３月８日㈰１０：００～１６：００※雨天中止／ひの市
民活動支援センター／先着２０人／３００円※会
員と家族無料／ひの炭やきクラブ（中島緯０９０
－６１２３－１８７１）へ申し込み
★写真塾・ひの～カメラを持って外へ出よう
３月２４日からの毎月第４火曜日１３：３０～１６：００
／多摩平の森ふれあい館／春と秋撮影会、適
時フォトウオーキングあ

り／中高年、初心者～
中級者対象／月１,０００円／瀧田（緯５８３－５７４６）
 

★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…２月１７日㈫・２４日㈫１３：００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・中学
生、高校生の勉強会「学生ボランティア」ス
タッフ募集…毎週水曜・木曜日１７：００から※月
１回でも可／英語、数学／交通費・食事代支
給／安藤（緯０８０－３０１６－７９９１）へ申し込み葛
ゆったりハウス～お茶を飲んで歓談…２月２１
日㈯１０：００から…ゆのした市民交流センター
（日野本町）／大木（緯０８０－８７２２－２２９６）
★遺言・相続・成年後見など暮らしの無料相談会
２月１９日㈭１３：３０～１６：００／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館／相続・遺言を考える会（飯田緯０９０－８５６４
－５２０８）へ申し込み
★誰でも簡単！無理せず楽ちん筋力アップ＆
メタボ対策体操
２月２０日㈮・２７日㈮１３：３０～１５：００／生活・保
健センター／５０～７０歳代対象／上履き、飲み
物、タオル持参／山科（緯０９０－５７８４－６５５８）
★日野精神障害者家族会から
葛学習会～精神科のくすりについてＱ＆Ａ…
２月２１日㈯１３：３０～１６：００／生活・保健センタ
ー※直接会場へ葛交流会～情報交換、悩み相
談など何でも…２月２８日㈯１３：３０～１６：００／福
祉支援センター／いずれも同会（片岡緯０８０－
１２３８－５９６０）
★不登校を考える親と子の会
２月２２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）
★３Ｂ体操で楽しく体力ＵＰ！筋力ＵＰ！
２月２６日㈭１０：００～１１：３０／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

ごあんなごあんないい

原稿締め切り日
４月１日号…２月２７日（金）
４月１５日号…３月１３日（金）
５月１日号…４月１日（水）
５月１５日号…４月１３日（月）
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