
講習・学習会

★南平ミニデイホーム「よりみち」
バザー 4月22日豸午前10時～午後1
時／同施設（南平）※車での来場は
ご遠慮を／未使用の日用雑貨（洗剤
等※大型家具・衣類を除く）の提供
を／ボランティア募集中／同施設
（原蕁591－2980）
★フリーマーケット出店者募集 5
月13日豸、6月10日豸午前9時～午後
3時／高幡不動尊境内／2千円／リサ
イクル運動友の会（蕁579－4003）
★「親子でフリマ＠どろんこの国」
プレーパークでフリーマーケットを
しよう！ 5月26日貍午前11時～午
後3時※雨天の場合27日豸／落川交
流センター／4月29日豢午後1時から
の打ち合わせに参加できる親子、グ
ループ対象／先着10組／1グループ
500円／４月25日貉までに往復ハガ
キで。〒191－0011日野本町4－2－
33Ａ－103馬場（蕁587－1569）へ

★講演会「肝炎、肝がんの最適な治
療」 4月22日豸午後2時30分から／
中央公民館／講師・白石光一氏（東
海大学助教授）／日野市肝臓病友の
会（歌代蕁591－2167）
★パソコン講習会「ワードで作るオ
リジナルカレンダー」 4月26日貅
午前9時30分～11時30分、午後1時30
分～3時30分／生活･保健センター／
ワ－ドの基本操作から指導／初心
者・中高年者対象／各回10人／1千
円／村上（蕁584－1381）へ申込
★バロック音楽講座と演奏会 4月
28日貍午前10時～正午／生活･保健
センター／出演・小田瑠奈氏（バイ
オリン） ／20人／バロック音楽の
会（岩崎蕁581－5707）へ申込
★日野マジッククラブ「手品を体験
してみませんか」 5月2日貉午後2
時30分～4時／多摩平の森ふれあい
館／同会（小倉蕁586－0367）へ申込
★親子で学ぶ春山先生のすくすく体
操教室（2～3歳） 5月8日～7月24
日の火曜日午前10時10分～11時（6
回）／実践女子学園生涯学習センタ
ー（大坂上）／講師・春山文子氏
（実践女子大学教授）／6千300円／
詳細は問い合わせを／同センター
（高橋蕁589－1212蕭589－1211）へ
申込
★訪問介護員養成研修（2級）・障
害者（児）居宅介護従業者養成研修
（2級） 5月14日豺～8月24日貊／地
域保健企画ビル（立川市） ／都民
対象／先着40人／5万9千800円（受
講料 ）※3級終了者は4万9千800
円／ヘルパーステーションコスモス

日野（蕁587－6292）へ申込
★2級ホームヘルパー養成講座 5月
15日貂～8月5日豸の火曜・木曜・土
曜日午前9時～午後4時／ＮＰＯ法人
ケア・センターやわらぎ研修センタ
ー（立川市）※実習は日野市 ／35
人※申込多数の場合は抽選／5万6千
800円（受講料 ）／5月8日貂午後5
時までに同施設（蕁523－3552蕭
523－7077）へ
スポーツ
スポーツ

★ゴルフ入門講座 5月5日豢～6月
14日貅の毎週火曜・木曜・土曜・日
曜日午前11時～午後0時30分と午後3
時30分～5時※各クラス週1回6講
座／サンコーゴルフ練習場（上
田）／成人対象／各クラス先着10
人／1万5千円（入場料 ）／持ち物
等、詳細は問い合わせを／平山（蕁
090－2414－6604）
★日野市ソフトテニス連盟中学生合
同練習会…5月6日豸午後1時～5時／
三沢中／萩原（蕁080－6586－0567）
★日野市テニス協会から ▼春季女
子ダブルス大会…5月7日豺・14日豺
※予備日21日豺／市内在住･在勤･在
学者対象／1組4千円／4月21日貍ま
でに現金書留で。住所、氏名、電
話・ＦＡＸ番号を記入し、〒191－
0033百草878－2百草テニスガーデン
星野令（蕁591－1212）へ▼女子講
習会…5月15日貂、6～11月の第1月
曜日午前9時～正午※8月を除く／先
着20人／1回500円※初回は1千500円
（ボール代 ）／中野（蕁587－1334
午後6時以降）／いずれも会場は旭
が丘中央公園テニスコート
★初心者弓道教室 5月26日貍～9月
9日豸の土曜日午後1時～3時30分、
日曜日午前9時～11時30分（20
回）／南平体育館／高校生以上の市
内在住・在勤・在学者対象／25人／
5千円（入会金 ）※初回に徴収／5
月6日豸（必着）までに往復ハガキで。
往信用裏面に教室名、住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、〒191－
0001栄町2－5－23弓道連盟事務局
大工原
だいくはら

栄三郎（蕁584－6903）へ

ごあんない
★相続と遺言に関する無料電話相談
4月15日豸・16日豺午前9時～午後6
時／相談電話番号042－648－8180
（小原）
★日野市アマチュア写真連合会「春
のモデル撮影会」 4月22日豸午前
10時～午後3時※9時30分から豊田駅
連絡所前で受付開始。直接来場を。
小雨実施／黒川清流公園／1千500円
※当日徴収。モデル参加／弁当持
参／同会（吉田蕁090－6026－8419

午後7時～9時）
★こころ病む人と家族のくつろげる
場「フリースペースＴＯＭＯ

と も

へどう
ぞ」 4月22日豸午後1時30分～5時
※都合のよい時間に／多摩平1丁目
地区センター／100円（茶代。家族
のみ）／ボランティアグループ「こ
すもす」（蕁589－4399）
★ほっとスペース産後うつママの会
4月25日貉午前10時～正午／多摩平
の森ふれあい館／100円（茶代）／
同会（鈴木蕁586－7161）
★スタッフ募集 ①常勤・非常勤事
務職員②ボランティア／詳細は問い
合わせを／社会福祉法人夢ふうせん
（宮島蕁587－8630）

もよおし

★日野新選組同好会4月度公開例会
4月15日豸午後5時～6時／多宝ビル
（高幡）／新発見！近藤勇／講師・
あさくら・ゆう氏（新選組研究
家）／20人／500円※会員・中学生
以下無料／同会（蕁591－0317蕭
592－3629）へ申込
★親子でマザーグース・英語の歌や
手遊びで楽しみましょう！ 4月17
日貂・24日貂午後1時～2時…1歳～
未就園児、午後3時30分～4時30分…
幼稚園児以上／ひの社会教育センタ
ー／親子対象／各回先着8組／500
円／永山（蕁・蕭581－1920）へ申込
★映画試写会「日本の青空」 4月
21日貍午前10時、午後2時・6時から
の3回／市民会館大ホール／日本国
憲法誕生の真相／佐藤（蕁593－
1452）
★絵画サークル「さくらんぼ」作品
展 4月24日貂～29日豢午前10時～
午後5時※29日は午後3時まで／とよ
だ市民ギャラリー／川原田（蕁
592－5550）
★府中宿史跡めぐり～司馬遼太郎原
作「燃えよ剣」体感ツアー 5月5日
豢午前9時高幡不動尊集合／コー
ス・郷土の森～分倍橋～府中宿～之
所宮（くらやみ祭り）／200円（資
料代）※交通費実費／日野宿本陣文
書検討会（鈴木蕁581－0111）

★日野市ダンススポーツ連盟 毎月
第1～第4火曜日午後7時～8時30分／
五小 ／初級～中級、基礎を中心／
入会金1千円、月2千円※指導 ／平
野（蕁581－0891）
★浅川少年少女合唱団 毎週土曜日
午前9時～正午／安養寺（万願
寺） ／2008年夏の新作ミュージカ
ルに参加できる小・中学生対象※高
校生まで継続可／月3千500円※別途
諸経費、公演積立金 ／湊（蕁
592－4307）
★日野空手同好会 毎週日曜日午後
3時～5時／高幡不動尊境内／運動不
足・ストレス解消／小学3年生以上
対象※中高年者歓迎／10人／佐藤
（蕁591－2720）
★初心者の陶芸サークル「陶遊会」
毎月第1･第3水曜日午後1時30分～5
時／中央公民館高幡台分室 ／初心

者対象／10人／月4千円※指導 ／
久野（蕁593－3092）
★墨絵サークル「墨蘭会」 月2回
木曜日午前10時～午後9時／勤労・
青年会館 ／月5千円※指導 ／藤
田（蕁505－8378）
★「ヘタでいいヘタがいい」新婦人
絵手紙 第1・第3金曜日…谷仲山地
区センター、第1・第3土曜日…湯沢
福祉センター ／いずれも午前10時
～正午／月1千円／田代（蕁593－
4744）
★黎

れい

明
めい

太極会 月3回土曜日午前10
時～正午／中央福祉センター ／気
功太極拳8式、24式 ／初心者・高
齢者歓迎／月1千500円※外国人講師
の指導 ／岩下（蕁582－0680）
★日野市ギターサークル 毎月第
1・第2・第4金曜日午後3時～4時30
分／生活・保健センター ／個別指
導と合奏／初心者・経験者歓迎／月
2千700円／長谷川（蕁582－3743午
後8時以降）
★フラワーアレンジサークル 毎月
第2金曜日午前10時から／落川地区
センター ／月3千円程度（材料
費 ）／中馬（蕁591－3286）
★幼児（コアラ）サークル 毎週木
曜日午前10時～11時30分/第2武蔵野
台地区センター ／手遊び、工作、
季節の行事ほか※見学歓迎／0～4歳
の親子歓迎／鈴木（蕁591－2243）
★懐メロ・童謡教室「きずな」 毎
月第1・第3木曜日午後1時～3時／愛
隣舎ホール（多摩平）／発声のワン
ポイントレッスン ／1回500円※初
回のみ200円（資料代 ）／村上(蕁
582－0756)
★フォレスト勉強会 毎週火曜・金
曜日午後6時～8時…中学の部、午後
7時～9時…高校の部／生活・保健セ
ンター ／英語、数学、国語、理科、
社会／登校拒否の中・高校生、大検
で大学受験を目指す方対象／各学年
5人／月1万8千円※指導 ／筆記用
具、教科書、辞書持参／林（蕁
090－1853－7971）
★陶芸教室釉遊会 毎月第2・第3木
曜日午後6時～9時／中央公民館 ／
好みの作品を制作／初心者歓迎／入
会金3千円、月3千500円※プロの指
導 ／森田（蕁593－1954）
★劇団「武蔵」 不定期／会場は多
摩地区中心／総合舞台芸術中心の劇
団／多摩地区・近隣在住の高校生以
上対象※中学生以下は20歳以上の保
護者同伴で可／交通費等の実費負
担 ／渋谷（蕁080－3466－7472）
★「カトレア」いけばな、フラワー
アレンジ、プリザーブド・ドライフ
ラワー 毎月第2･第4木曜日午前10
時～正午／ひの社会教育センター
／受講料1回1千600円、材料費アレ
ンジ1千500円・いけばな1千円／内
田（蕁583－6085）
★多摩童謡友の会　月1回午後1時～
４時※不定期／京王聖蹟桜ヶ丘SC
Ａ館（多摩市）※体験歓迎／月1千
300円（茶菓子付き）／高山（蕁
042－375－8558）
★フラワーアレンジメント華メデェ
ル　毎月第2・第４日曜日午前10時
～11時30分※第3金曜日も予定／東
部会館 ／初心者・中高年者歓迎／
入会金3千500円、2回4千円※材料費
実費／名取（蕁090－6507－3413）
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会員募集
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。

バザー・フリーマーケット


