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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…１月８日～２９日の毎
週木曜日…ゆのした市民交流センター（日野
本町）、１月７日～２８日の毎週水曜日…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／見学可／安
藤（緯０８０－３０１６－７９９１）へ申し込み
★日野精神障害者家族会・家族相談
１月８日㈭１３：００からと１５：００から／ひの市民
活動支援センター／家族対象／同会（片岡緯
０８０－１２３８－５９６０）
★体が目覚めるスッキリ体操
１月８日㈭・１５日㈭…勤労・青年会館、９日
㈮…新井地区センター／９：００～１０：００／倉橋
（緯０９０－５９９９－６６２８）へ申し込み
★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
１月８日～２９日の毎週木曜日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５９３－４３０５）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康
麻雀しま専科
１月１０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）
★日野スキークラブ風花～お正月スキーin尾
瀬岩鞍
１月１０日㈯～１２日㈷／尾瀬岩鞍スキー場（群
馬県）／大人３２,０００円※小人３０,０００円／詳細
は問い合わせを／川島（緯５８６－７６８１）へ申し
込み
★日野・市民自治研究所から
葛久米啓司氏の気功セミナー…１月１０日㈯
９：００～１１：００／１,０００円葛工藤昌宏東京工科
大学教授講演「日本経済とアベノミクス」…
１月１７日㈯１４：３０～１６：３０／５００円／いずれも
ゆのした市民交流センター（日野本町）／同
研究所（緯５８９－２１０６）
★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
１月１２日㈷・２６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
★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
１月１２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…１月３日㈯
～１１日㈰１３：００～２０：００／いずれも行政書士・
望月（緯０７０－５４６７－２７５７）へ申し込み
★日野の自然を守る会から
葛より鳥みどり観察会～黒川清流公園ニュー
イヤーカウント２０１５…１月１２日㈷９：００豊田
駅北口ファミーユ京王前集合、１２：００解散※
雨天中止／筆記具など持参／３００円※小・中学
生１００円／同会（金子緯５８３－６６２２※１８：００以
降）

★高次脳機能障害者と家族の会～かしのきひ
の
１月１４日㈬１０：００から／中央福祉センター／
情報交換、悩みの共有な

ど／本人、家族など対
象／同会（緯０８０－８４２６－８６３５）
★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
１月１８日㈰１３：３０～１７：００…愛隣舎ホール（多
摩平）、３１日㈯１１：３０～１５：００…平山 季  重 ふれ

すえ しげ

あい館※軽食付き／１回１００円／ボランティ
アグループこすもす（緯５８９－４３９９）
★日野第二保育園～調理師・保育士募集
調理師（産休代替）…３月３１日㈫まで勤務、
保育士（正職員）…４月から採用／詳細は問
い合わせを／同園（坂田緯５８１－３７８８）
 

★混声合唱団シェーネル・エコー～公開練習
１月５日㈪１３：３０～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館／ハレルヤ、水のいのちな

ど／指導あ
り／西

尾（緯０９０－９８０９－９８０５）
★えにしど絵画展
１月１３日㈫～１８日㈰１０：００～１７：００※１８日は
１６：００まで／とよだ市民ギャラリー／油彩、
水彩、日本画／新井（緯５８１－５０７２）
 

★日野市スクランブルインディアカ大会
１月１８日㈰９：００から／南平体育館／中学生
以上の市内在住、在勤、在学者、会員対象／
１００円／日野市インディアカ協会（ 新  谷 緯５８６

しん や

－１３６８）
★日野市バドミントン連盟から
葛シングルス大会…１月２５日㈰９：００から／
南平体育館／市内在住、在勤、在学者対象／
１,５００円※連盟登録者１,３００円／１月１２日㈷ま
でに大塚（緯０９０－１７９２－１２２９）へ葛冬季講習
会…１月２４日～２月２１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／１月１６日㈮
までに吉永（緯５９２－７６２２）へ
 

★ブラボーダンス
毎週金曜日１０：３０～１２：３０／パークビル（豊田
駅北口）／初心者、男性歓迎／伊藤（緯５８４－
３８２１）
★俳句を楽しむ会～七生の会
毎月第３水曜日１３：００～１６：００／七生公会堂な

ど

／指導あ
り／初心者歓迎／益本（緯５９１－１２６２）

★舞ステップ
毎週木曜日１９：００から／生活・保健センターな

ど

／プロの指導あり※見学歓迎／坂本（緯５８５－
４５２７）

美術・音美術・音楽楽

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。

★楊名時健康太極拳
毎月３回月曜・水曜・土曜日１０：００～１１：３０／
南平駅西交流センターな

ど／練功十八法、軽い
ストレッチな

ど／入会金１,０００円、月１,５００円※
指導あ

り／柴田（緯５９１－６７８１）
★日野市ギターサークル
①毎月３回金曜日１３：３０～１５：００…百草台コミ
ュニティセンターな

ど②毎月２回土曜日９：００
～１２：００…生活・保健センターな

ど／①月２,７００
円②月１,８００円／長谷川（緯０７０－５４５５－１１３９）
★社交ダンス～かしの木７期会
毎週水曜日９：３０～１１：３０／富士電機体育館
（富士町）／多少の経験者対象※見学歓迎／
月２,５００円／鈴木（緯５９１－５４６７）
★楊名時太極拳～日野白鶴の会
毎週火曜日１０：３０～１２：００／中央福祉センター
な
ど／男性歓迎／入会金１,０００円、月１,５００円※
指導あ

り／高木（緯０４２－８４３－３０５９）
★日野百人一首の会
毎週土曜・日曜日９：００～１８：００／新井地区セ
ンターな

ど／小学生以上対象／指導あ
り／入会金

５００円、月１,０００円※小・中学生、高校生８００円
／伊藤（緯０８０－３０２２－７９６３）
★マミ社交ダンスサークル
毎週日曜日１３：００～１５：００／平山 季  重 ふれあい

すえ しげ

館な
ど／初級程度対象／１カ月のみ体験入部

１,０００円／桑原（緯５８１－１７８５）
★三世代で歌う合唱団～響
毎週土曜日１０：００から／百草台コミュニティ
センターな

ど／幼児～シニア対象／月３,０００円
※親子・兄弟割引あり。見学歓迎／伊藤（緯
５８３－７７４３）
★多摩南吹奏楽団
毎週日曜日午後または夜間／五小な

ど／月
２,５００円※学生２,０００円、高校生１,０００円／山田
（緯５６９－７９４０）
★ミニテニスサークル～神明ドラゴン
毎週日曜日１４：００～１６：００／七小な

ど／小学校高
学年以上対象／１回１００円※指導あ

り／横川（緯
５８３－８８８７）
★スペイン語講座
①毎週水曜日１０：００～１２：００②毎週土曜日１８：
００～２０：００／中央図書館な

ど／入会金１,０００円、
月①２,５００円②１,２５０円／高橋（緯５８６－９７７３）
★早朝テニスの会
土曜・日曜日、祝日８：００～１０：００／多摩平第
１公園テニスコートな

ど／おおむね４５歳以上で
ダブルスゲームできる方対象／跡部（緯０９０－
４０６４－９７５４）
★男の料理塾
毎月第３木曜日９：００～１２：００／中央公民館高
幡台分室な

ど／男性対象／年２,０００円、月１,０００
円／関口（緯０９０－２７５２－５５２２）
★楽しい民謡会（唄、三味線）～あなたのお
国の唄を三味線で唄ってみませんか
毎月第２・第４木曜日１３：００～１６：００と第２・
第４土曜日１０：００～１２：００／中央福祉センター
な
ど／初心者歓迎／１回１,０００円／須藤（緯５８３
－７６１２）

み
ん
な
の
メ
モ
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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
１月１０日㈯１３：３０～１６：００／新町交流センター
／５００円／渡辺（緯０９０－２４４７－２３２９）
★新春ふれあい祭り
１月１０日㈯１１：００～１４：００／富士電機体育館
（富士町）※車での来場はご遠慮を／餅つき、
模擬店、子供向けイベントな

ど／富士電機労働
組合（緯５８２－３００５）
★ハーモニーから
葛尺八演奏と民謡を歌う会…１月１１日㈰１５：
００から／サロン・ド・ハーモニー（南平）／
１,０００円葛英語で歌おう（要申込）…１月１７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…１月１４日㈬１４：００から…サロ
ン・ド・ハーモニー（南平）、１０日㈯１０：００か
ら…市民の森ふれあいホール／５００円／いず
れも詳細は問い合わせを／同会（久木田緯０７０
－５０２３－２０１２）
★日野四季の会～ダンスパーティー
１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）
★カナリアの会
葛童謡、季節の歌を一緒に歌いましょう…１
月１６日㈮１３：３０から葛新春特別コンサート…
１月１７日㈯１４：００から／いずれも七生福祉セ
ンター※直接会場へ／１回５００円／古沢（緯
５９２－０２０３）
★うたごえinひのから
葛昭和歌謡をみんなで一緒に歌う会…１月１７
日㈯１０：００～１２：３０／勤労・青年会館／４００円葛
懐かしの歌声喫茶…１月１７日㈯１３：３０～１６：３０
／勤労・青年会館／８００円葛ナツメロカラオケ
をみんなで一緒に歌う会…２月１日㈰１２：３０
～１７：３０／ラソンブル（多摩平）／２,０００円／
いずれも前田（緯０９０－８８１１－４０１２）
★ダンスサークルリバティー～新春ダンスパ
ーティー
１月１８日㈰１３：３０～１６：００／新町交流センター
※直接会場へ／プロデモあ

り／１,２００円※前売
り１,０００円。飲み物付き／阪田（緯５８３－９９８８）
★日野市消防団第四分団第２部～どんど焼き
１月１８日㈰１０：００から／豊田南地区一号公園
予定地／豊田周辺住民および二小児童対象／
井上（緯５８４－４６５６）
★懐メロの祭典～出演者募集
２月８日㈰１０：３０から／七生公会堂／８０人／
観覧無料／クラウン歌謡学院（有滝緯０８０－
３１７１－６６５１）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…１月６日㈫、１４日㈬１３：００～１５：００／

ごあんなごあんないい
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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。

 

★４０歳代からの邦楽～琴・三味線無料体験講
習会
１月の毎週日曜日１３：００～１５：００／落川都営住
宅地区センター／楽器の用意あ

り／斉藤（緯５９２
－５１５７）
★外国人女性による楽しい英会話体験講習会
１月の毎週月曜日９：３０～１１：４５／平山 季  重 ふ

すえ しげ

れあい館な
ど／高岡（緯５８１－７９２７）へ申し込み

★社会教育協会から
葛大人のけん玉講座～脳と体の健康のために
けん玉にチャレンジ…１月８日㈭、２月５日
㈭、３月５日㈭１０：００～１１：３０／３,２４０円※貸
し出し用けん玉あ

り葛はじめてのスケッチ…１
～２月の第１・第３水曜日１０：００～１２：００／
７,３４４円／いずれも同協会（多摩平）／同協会
（緯５８６－６２２１）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
１月１０日㈯・２１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
★カワセミダンスサークル無料講習会（タン
ゴ・ルンバ）
１月１０日～３１日の毎週土曜日１０：００～１１：３０／
ひの社会教育センター（多摩平）／初級者対
象／同会（田辺緯０８０－５８７５－１３１３）へ申し込
み
★るんびにから
葛思春期のための朗読会…１月１１日㈰１８：３０
～２０：００／２,０００円葛女性と子供のための東洋
医学講座～ストレスに強い体づくり、花粉症
の予防ケア…１月１８日㈰１３：３０～１５：００／
１,５００円／いずれも新町交流センター／佐伯
（緯０９０－１１０３－０６０１）
★ひな人形（木目込み）を自分で作ってみま
せんか
１月１３日～２月１７日の毎週火曜日１０：００から
／多摩平の森ふれあい館／立ちびな７,１００円
から、親王飾１６,１００円から／つくしサークル
（吉岡緯５８２－２９７６）へ申し込み
★楊名時八段錦・太極拳
１月１５日㈭１３：３０～１５：００／七生福祉センター

講習・学習講習・学習会会
／気功八段錦と太極拳／５００円／１月１４日㈬
までに西川（緯０９０－６７９６－２１７８）へ
★学習会・障害者差別をなくす日野市条例づ
くりをめざして～他市の障害者差別撤廃条例
から学ぶ
１月１７日㈯１３：３０～１６：００／多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ／障害者差別をなくす日野
市条例づくりの会（藤田緯５９４－７４０１）
★日野・発達障害を考える会「スキッパー」
定例会・学習会
１月２５日㈰１３：３０～１６：３０／平山台健康・市民
支援センター／講師・本田久仁子氏（臨床心理
士）／５００円／同会（宮崎緯０８０－５４５４－２３７６）
★楊名時健康太極拳～南平太極拳同好会
１月３１日㈯、２月２８日㈯１０：００～１１：３０／南平
駅西交流センター／太極拳２４式、練功十八法
な
ど／柴田（緯５９１－６７８１）
★みんなで楽しむ切り絵講座～友遊会
２月～４月の第１・第２・第３水曜日／新町
交流センター／入会金５００円、月１,５００円／同
会（篠原緯０９０－２１５１－５７３１）へ申し込み
 

★唄の会
１月４日㈰・１８日㈰１３：３０から／七生福祉セン
ター／悲しい酒、みだれ髪、川の流れのよう
にな

ど／金子（緯５９２－３８６２）
★たまダンスサークルから～火曜会・社交ダ
ンスパーティー
１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

★元気な音楽の広場
１月７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）
★村上先生と楽しく歌う会
１月１０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）
★ひのボールルームダンス協会・土曜会ダン
スパーティー
１月１０日㈯・１７日㈯・３１日㈯１９：００～２１：００／

もよおもよおしし

　原稿は郵送かご持参、または市ホーム
ページ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、市ホームページで広
報ひのＰＤＦ版・テキスト版にも掲載さ
れます

投稿のページ

２月１５日号…１月９日（金）
３月１日号…１月２７日（火）
３月１５日号…２月１０日（火）
４月１日号…２月２７日（金）

原稿締め切り日


