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★「ダンスサークルこぶし」社交ダ
ンス初心者講習会 5月5日豢・19日
貍・26日貍午前10時～正午／五小／
同会（佐藤蕁581－4089）へ申込
★「旭小地区フォークダンス会」初
心者講習会 5月7日～6月4日の毎週
月曜日午後6時45分～8時45分／旭が
丘小／費用等、詳細は問い合わせ
を／同会（小渕蕁586－1506）
★「フォークダンス・スプリング会」
初心者講習会 5月10日からの木曜
日午後1時～3時（10回）／生活･保
健センター／会員募集中／費用等、
詳細は問い合わせを／小宮山（蕁
582－2245）
★子どもや教育を語ろう＆子どもや
私にとっての水や太陽澁 5月12日
貍午後2時～4時／ひの社会教育セン
ター／椿坂（蕁591－2267）
★ＮＰＯ法人日野･市民自治研究所
から ▼憲法連続講座「今一番新し
い改憲の動き」…5月12日貍午後3時
から／社会教育協会（豊田駅北口）
▼地域医療学習会「日野市立病院を
知る、考える」…5月10日貅午後7時
から／いずれも費用等、詳細は問い
合わせを／同研究所（蕁589－2106
蕭589－1854）
★講演会「海外旅行の愉しみと東欧
の旅行談」 5月12日貍午後1時30分
から※午後3時20分から総会 ／多
摩平の森ふれあい館／200円※会員
無料／日進会（大山蕁581－7544）
★生涯学習ゼミナール～そのままの
あなたで、百点満点 5月13日豸午
後1時30分～3時／多摩平の森ふれあ
い館／36人／村松（蕁584－2013）
★中国家庭料理（肉まん）を作って
みませんか 5月13日豸午前9時～午
後1時／中央公民館高幡台分室／費
用等、詳細は問い合わせを／ 好

にいはお

会
（蕁趙

ちょう

090－6024－7050）へ申込
★子どもの本まつり「児童文学者・
後藤竜二講演会」 5月19日貍午後2
時～4時30分／実践女子学園香雪記
念資料館（大坂上）／400人／費用
等、詳細は問い合わせを／日野・子
どもと本の出会いの会（宮田蕭
591－0384）へ申込
★ハーブ教室入門コース 5月23日
貉、6月27日貉、7月25日貉午前10時
30分～正午／ナレオクッキングサロ
ン（多摩平）／ローズマリー ／先
着10人／費用等、詳細は問い合わせ
を／冨本（蕁581－4468）へ申込
★多摩友の会から ▼生活講習～て
いねいな暮らし…5月25日～6月15日
の毎週金曜日午前10時～11時50分／
5月17日貅までに申込▼男性の料理
教室…5月26日貍、6月9日貍午前10
時～午後2時／16人／いずれも会場

は同会（万願寺）／費用等、詳細は
問い合わせを／同会（蕁・蕭585－
7003昼間のみ）へ申込
★視覚障害者ガイドヘルパー養成講
習 漓5月24日貅～6月9日貍通信滷6
月8日貊～10日豸通学／全回参加で
きる漓初心者滷介護福祉士等の有資
格者対象／漓5人滷15人／費用等、
詳細は問い合わせを／東京光の家

（蕁581－2340蕭581－9568）へ申込

★実践女子学園から ▼展覧会「下
田歌子展～華族女学校創設と教科書
編纂事業」…5月18日貊まで※時間、
休館日は問い合わせを／同香雪記念
資料館（大坂上）／同館（蕁585－
8873）▼家庭内介護のイロハⅡ…5
月18日貊・25日貊、6月1日貊午前10
時30分～正午／費用等、詳細は問い
合わせを／同生涯学習センター（蕁
589－1212）へ申込
★オールドローズの咲く小さな庭～
オープンガーデン 5月1日貂～6月
15日貊午前11時～午後2時／東豊
田／300円（飲み物付き）／村上

（蕁581－1625）へ申込
★オープンガーデン 5月7日豺・8
日貂午後2時～5時／多摩平※車での
来場はご遠慮を／5月2日貉午後6時
～8時に黒田（蕁581－7260）へ
★暮らしの無料相談会 5月13日豸
午後1時～4時30分／勤労・青年会
館／相続、遺言 ／同会（樋口蕁
090－9857－4820）へ申込
★程久保川クリーンデー 5月20日
豸午前9時45分～11時※雨天中止／
中程久保橋、七生公会堂前、八小
橋､玉川橋のいずれかに集合／長靴､
タオル持参／程久保川を考える会

（藤村蕁593－1163）
★ベビーマッサージ 5月21日豺午
前10時30分～正午／新町交流センタ
ー／3～9カ月児と保護者対象／費用
等、詳細は問い合わせを／子ども人
権サポーターの会（岩見蕁・蕭
592－1719）へ申込
★日野市歯科医会「ハチマル・ニイ
マル表彰者」募集 市内在住の80歳
以上で歯が20本以上あり、6月3日豸
の福祉まつり（日野中央公園）へ来
ることが出来る方対象※すでに表彰
された方を除く／5月26日貍までに
藤本歯科医院（蕁581－3573）へ
★「ほのぼの健康クラブ」ボランテ
ィア募集 月3回月曜日午前10時～
11時／生活･保健センター／パワー
リハビリテーション修了者対象／い
すに腰掛けたままできる体操・準備
の補助／（佐藤蕁582－1771）
★ひの社会教育センターから ▼カ
リグラフィー教室▼絵本の読み聞か
せ講座▼童謡をうたう会▼わんぱく

スポーツ教室▼こどもアート教室
／費用等、詳細は問い合わせを／同
センター（蕁582－3136）

★ＬＩＶＥ！憲法ミュージカルｉｎ
さんたま「キジムナー」 5月6日
豸・20日豸・26日貍・27日豸／町田
市民ホール、八王子市民会館 ／費
用等、詳細は問い合わせを／同事務
局（蕁・蕭513－4048）へ申込
★子供と親のキャッチボール 5月6
日豸・27日豸午前10時～正午／四中
※27日は旭が丘中央公園／グロー
ブ、ボール持参／会員募集中／旭が
丘子供とキャッチボールをする会

（糸山蕁586－0616）
★おもいっきりあそぼう～！３Ｂこ
どもまつり 5月12日貍午前10時～
11時30分／新町交流センター／園
児・小学生と保護者対象／上履き持
参／鎌田（蕁584－9637）へ申込
★まち歩き「高幡不動から国立市矢
川へ」 5月13日豸午後1時モノレー
ル高幡不動駅改札集合※小雨実施／
コース・高幡不動尊～向島用水～国
立駅舎部材の保管倉庫～矢川駅／
300円／まちづくりフォーラム・ひ
の（梁瀬

やなせ

蕁080－5083－8494）
★日野市舞踊連盟発表会 5月13日
豸・19日貍正午～午後4時／七生公
会堂／幅（蕁581－4799）
★｢優雅｣社交ダンスパーティー 5
月13日豸・20日豸午後1時～4時／新
町交流センター※初心者歓迎／各回
700円（果物、飲み物付き）／同会
（高橋蕁090－3532－3794）
★「四季の会」ダンスパーティー
5月13日豸・19日貍午後1時30分～4
時／ひの社会教育センター※19日は
新町交流センター／各回500円／同
会（川畑蕁090－8892－8938）
★人形劇団ひとみ座公演 5月16日
貉午後2時30分から／多摩平幼稚
園／スリッパ持参／同園父母会（下
谷蕁583－8370）
★市民ハイキング「奥多摩・浅間
嶺」 5月19日貍午前7時30分立川駅
1・2番ホーム中央階段下付近集合※
雨天中止／費用等、詳細は問い合わ
せを／5月9日貉までに日野市体育協
会（蕁・蕭593－4740）へ
★彦五郎旅～彦五郎率いる「春日隊」
は小仏を越えて「甲陽鎮撫隊」の後
を追う 5月27日豸午前9時ＪＲ高尾
駅集合※雨天中止／コース・駒木野
～小仏峠～与瀬～相模湖駅※約8
襭／500円（資料代）／佐藤彦五郎
友の会（吉澤蕁583－5944）

★第3回国際展 5月2日貉～6日豸／
午前11時～午後6時／東京芸術劇場
（豊島区）／かしの木学級絵手紙教
室ＯＢ会（稲村蕁591－3697）
★日野悠遊の会絵画作品展 5月3日
豢～8日貂午前10時～午後8時※8日
は午後5時まで／ブリッジギャラリ
ー（京王聖蹟桜ヶ丘ＳＣ５階）／平
澤（蕁583－2169）
★ハーモニー・コンサート 5月6日
豸漓午前10時30分から…親子ふれあ
いミニコンサート／30人滷午後1時
30分から…癒しのパステル画／20人

澆午後2時30分から…音楽喫茶／80
人／漓滷ひよこハウス＆グリーンル
ーム澆老人介護保健施設クローバー

（いずれも東平山）／各回1千円※子
ども無料／同会（久木田蕁070－
5023－2012）
★「幡の会」油彩・水彩画作品展
5月8日貂～13日豸午前10時～午後5
時※13日は午後4時まで／とよだ市
民ギャラリー／山倉（蕁 0 9 0－
6932－9434）
★ばらの会絵画展 5月9日貉～13日
豸午前10時30分～午後4時30分※9日
は午後1時から、13日は午後3時ま
で／市民会館展示室／高橋（蕁
591－4059）
★野鳥写真展 5月14日豺～20日豸
午前10時～午後4時／ひの社会教育
センター／ひの野鳥倶楽部 （河住
蕁592－4130）
★うたごえｉｎひの 5月19日貍午後
6時～9時／多摩平の森ふれあい館／
青春歌等の大合唱／800円（軽食付
き）／前田（蕁090－8811－4012）

★日野市アーチェリー協会初心者講
習会 5月6日、6月24日、7月1日、8
月12日、9月30日の日曜日午前9時～
正午／南平体育館／各回200円（資
料代 ）／弓具貸与／同協会（伊藤
蕁592－4471）
★日野市ソフトテニス連盟から ▼
中級者講習会…5月10日貅午前9時～
午後5時/旭が丘中央公園テニスコー
ト/300円（コート代 ）／目黒（蕁
591－6605夜間）へ申込▼春季個人
戦…5月20日豸午前9時～午後5時※
予備日 ／多摩平第1公園テニスコ
ート／費用等、詳細は問い合わせ
を／5月7日豺までに黛（蕁585－
0630）へ
★日野市グラウンド・ゴルフ大会
5月12日貍午前9時～正午／浅川スポ
ーツ公園グラウンド／小学生以上対
象／費用等、詳細は問い合わせを／
真崎（蕁・蕭593－4536）
★日野市ミニバスケットボール連盟
「皐月杯」参加チーム募集 5月20日
豸午前9時から／滝合小／小学生10
人以上の男子・女子チーム対象／5
月12日貍午後７時から代表者会議
／費用等、詳細は問い合わせを／同
連盟（藤井蕁584－4080）へ申込
★吉村杯シニアミックス大会 5月
24日貅午前9時から※予備日 ／富
士見ヶ丘高校テニスコート（南
平）／平成19年12月31日時点で45歳
以上で合わせて100歳以上のペア対
象／30組／費用等、詳細は問い合わ
せを／申込書は田辺（蕁593－9477
蕭042－679－2249）へ
★日野市テニス協会ミックスダブル
ス大会 5月27日豸、6月3日豸※予
備日 ／多摩平第1公園テニスコー
ト／市内在住・在勤・在学者対象／
1組4千円／5月11日貊までに（高橋
蕁042－405－1397）へ
★日野市弓道連盟弓道中学生クラブ
6月2日貍から1年間毎週火曜日午後6
時～8時と土曜日午前9時～11時／南
平体育館／中学生対象／2千500円

（入会金 ）／詳細は問い合わせ
を／5月20日豸までに同連盟（伊藤
蕁592－7524）へ
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