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★佐藤彦五郎日記を読み合う　２月
１７日�午前１０時～正午／新町交流セ
ンター／２００円（資料代）／佐藤彦五
郎友の会（吉澤�５８３－５９４４）
★観世流仕舞体験講習会　２月２０日
�午前１０時～正午／平山地区センタ
ー／舞の姿勢、歩き方ほ

か／初心者歓
迎／三声会（本間�５９１－５０３６）
★女声合唱団「南十字星」体験講習
会　２月２６日�、３月５日�・１２日
�午後２時～４時※１回も可／マザ
アス日野／練習曲・「千の風になっ
て」ほか／指導・川妻千邦氏（日本合
唱指揮者協会会員）／同会（芦田�
０９０－３４３０－１７１２）へ申込
★中国家庭料理「ジャジャン麺」料
理教室　２月２８日�午前１０時～午後
１時／中央公民館高幡台分室／１千
円／エプロン、タオル、４０�以上の
麺棒、持ち帰り用容器持参／   　  好 会

に はお

（ 趙 �０９０－６０２４－７０５０）へ申込
ちょう

★健康づくりの食事「目からウロコ
の調理学」　 ２月２８日�、３月７日
�・１４日�午前１０時３０分～正午／実
践女子学園生涯学習センター（大坂
上）／バランスの良い食事のための
量・質・味の調理学／講師・数野千
恵子氏（実践女子大学助教授）／３
千１５０円／同センター（�５８９－１２１２
�５８９－１２１１）
★社交ダンス講習会　３月～４月の
毎週土曜日午後７時～８時４５分／生
活・保健センター／元Ａ級プロの指
導あ

り／ネクサスダンスサークル（鈴
木�５８１－１４５４）
 

★「子どもの特性を生かすクラスで
の支援」軽度発達障害のある子ども
たちがよりよい社会生活をおくるた
めに　２月１８日�午後１時３０分～３
時３０分／島田療育センター（多摩市）
／講演と質疑応答な

ど／講師・緒方明
子氏（明治学院大学教授）／７００円／
島田療育センター・発達支援センタ
ー・心理相談室（�０４２－３７４－２０７１
平日午前９時～午後５時４５分�０４２
－３７４－２１５４）へ申込
★人生１００年すべての人に居場所と
出番を　３月１０日�午後２時から／
市民会館大ホール／講師・樋口恵子
氏（ＮＰＯ法人高齢社会をよくする
女性の会理事長）／９９９円／詳細は問
い合わせを／社会教育協会（�５８６－
６２２１）
 

★相続・遺言に関する電話無料相談
２月１５日�・１６日�午前９時～午後

講習・学習会講習・学習会

講演会講演会

ごあんないごあんない

６時／相談電話番号０４２－６４８－８１８０
（小原）
★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

　と　　も　

ぞ」　 ２月１７日�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」（�５８９－４３９９）
★ほっとスペース「産後うつママの
会」　 ２月２１日�午前１０時～正午／
多摩平１丁目地区センター／１００円
（茶代）／同会（鈴木�５８６－７１６１）
★東京三弁護士会多摩支部から　�
無料法律相談会…３月３日�午後１
時から／多摩弁護士会館（八王子
市）ほか※詳細は問い合わせを／借家・
借地、金銭トラブルな

ど／各会場先着
２４人／２月１９日�～２８日�午前９時
３０分～午後５時に同会「３／３係」
（�０４２－６４５－９４５１）へ�これで撃退
！悪質商法…３月１０日�午後２時か
ら／武蔵野公会堂（武蔵野市）／寸
劇とパネルディスカッション／当日
先着３５０人／同会（�０４２－６４２－５０００）
★劇団ひの２００７年夏公演「オリバー・
ツイスト」出演者募集　週１～２回
同劇団（日野）でけいこ※見学歓迎／
小学生～高齢者対象※初心者・３０歳
以上の男性歓迎／費用等、詳細は問
い合わせを／同劇団（�５８４－３４３６）
★ヘルパー募集　月曜～土曜日の週
１日以上／ヘルパー２級以上の有資
格者対象／詳細は問い合わせを／Ｎ
ＰＯ法人和いわい本舗（ 蛭  田 �５８３－

ひる た

９６４６）
★ひの社会教育センターから　�日
帰りスキー…�３月１１日��３月２１
日��北海道美幌っ子のためのホー
ムステイ募集…３月２９日�～３１日�
／小学５・６年生対象�新年度１歳
から就学前の親子体操・子ども体操・
子ども教室会員募集…３月９日�ま
で体験・見学可／いずれも費用等、
詳細は問い合わせを／同センター
（�５８２－３１３６）
 

★わくわくお話会　２月２５日�午後
２時から／中央図書館／昔話を聞く
／幼児～成人対象／子すずめの会
（清水�５８６－７２３０）
★｢優雅｣社交ダンスパーティー　２
月２５日�午後１時～４時／新町交流
センター※初心者歓迎／７００円（果
物、飲み物付き）／同会（高橋�０９０
－３５３２－３７９４）
★朗読・語りの会「 蘭  陀  夢 」発表会

らん だ む

２月２７日�午後２時から／多摩平の
森ふれあい館／演目・菊池寛作「羽
衣」ほか／同会（宮田�５９２－９８３６）
★「ダンスサークル四季の会」ダン
スパーティー　３月３日�午後６時

もよおしもよおし

３０分～９時／新町交流センター／５００
円／同会（川畑�０９０－８８９２－８９３８）
★滝山城尾根道史跡めぐり　３月１１
日�午前９時日野駅西口バスターミ
ナル集合。午後４時解散／コース・
日野～左入～少林寺～滝山城～高月
城～あきる野～福生／２００円（資料
代）※交通費実費／日野宿本陣文書
検討会（鈴木�５８１－０１１１）
 

★日野四季の会写真展　２月２１日�
～２４日�午前１０時～午後５時※２１日
は午後１時から、２４日は午後３時ま
で／市民会館展示室／宇都宮（�５８１
－５９５０）
★パッチワーク＆編物展　２月２７日
�～３月３日�午前１０時～午後５時
※２月２７日は午後１時から、３月３
日は午後４時まで／市民会館展示室
※無料講習会あ

り／佐藤（�５８２－
３０５７）
★銀の会作品展　２月２７日�～３月
４日�午前１０時～午後５時※３月４
日は午後４時まで／とよだ市民ギャ
ラリー／小田島（�５９３－４５２１）
★手さぐりの作品展～生きるあかし
３月１日�～６日�午前１１時～午後
６時※６日は午後４時まで／ＹＫギ
ャラリー（武蔵野市）／自然をモチ
ーフにした手芸、籐細工、木工ほ

か／
東京光の家新生園（�５８１－２３４０）
 

★日野市民ふれあいインディアカ大
会　３月４日�午前９時から／南平
体育館／女子の部、混合の部※１チ
ーム４～８人／中学生以上の市内在
住・在勤・在学者、協会会員対象／
１人５００円※２月１７日�午後７時か
ら福祉支援センターで実施のキャプ
テン会議で所定の申込書とともに徴
収／日野市インディアカ協会（ 新  谷 

しん や

�５８６－１３６８）
★ゴルフ入門講座　３月１０日�～４
月１９日�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２時～３時３０分※各クラス週１回
６講座／サンコーゴルフ練習場（上
田）／基本的な知識・技術の講義と
実技／成人対象／各クラス１２人※申
込多数の場合は抽選／１万５千円
（入場料ほ

か）／筆記用具、クラブ（無
料貸与あり）持参※動きやすい服装、
靴で／平山（�０９０－２４１４－６６０４）
★日野市アーチェリー協会初心者講
習会　３月２５日�午前９時～正午／
南平体育館／２００円（資料代ほ

か）／弓
具貸与／同協会（伊藤�５９２－４４７１）
 

　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。
★温泉同好会「わくわく会」　 平日
日帰りで温泉に行きます※自宅送迎あ

り

／年２千円／野田（�５９１－５９２５）
★おやこであそぼう！３Ｂたいそう
月４回月曜日午前１０時から／新町交
流センターな

ど／親子ふれあい体操／
０歳～未就園児の親子対象／月２千
円※会場費実費／山科（�５８７－
１８５７）

美 術美　術

スポーツスポーツ

会員募集会員募集

★幼児クラブ「ピヨピヨ」　 ４月か
ら月４回程度午前中２～３時間／東
部会館な

ど／製作、音楽、季節の行事
ほか※有資格者の指導あ

り／１～２歳
未満の親子クラス、２～４歳児子ど
もクラス／１０人程度／入会金３千
円、月３千円程度／廣瀬（�５８５－
５６２６午後５時以降）
★陶芸教室あすなろ会　毎月第１・
第３火曜日午前９時～正午／中央公
民館な

ど／自分だけの好みの作品がつ
くれます／初心者歓迎／武田（�５９１
－５５４８）
★仲田ジャズダンスサークル　毎週
土曜日午後３時３０分～５時／仲田小
など※見学歓迎／入会金１千円、月
３千円※指導あ

り／運動靴、バスタオ
ル持参※動きやすい服装で／小島
（�５８２－０２５６土曜・日曜日）
★木彫「きつつき会」　 毎月第２・
第４水曜日午前９時～１１時３０分／中
央公民館な

ど／初心者歓迎／月５００円
※指導あ

り／彫刻刀等持参／成瀬（�
５９２－８２２７）
★社交ダンス「かしの木７期会」　
毎週水曜日午前９時３０分～１１時３０分
／富士電機体育館な

ど／多少の経験
者、見学歓迎／入会金１千円、月２
千円／鈴木（�５９１－５４６７）
★日野中央俳句会　毎月第４土曜日
午後１時３０分から／東部会館な

ど／初
心者、高齢者歓迎／月１千円※指
導あ

り／藤野（�５９２－１０２４）
★スプラッシュ　４月からの毎週月
曜日…南平西部地区センター、水曜
日…落川交流センター、木曜日…生
活・保健センターな

ど／キッズダンス、
数・文字遊び／３～６歳児対象※木
曜日は３歳～小学生／２カ月４千円
／山口（�０９０－６０１５－６６２０）
★社交ダンス「ソーシャル睦会」　
毎週木曜日…コニカ・ミノルタ体育
館、金曜日…勤労・青年会館な

ど／い
ずれも午後１時～４時／入会金２千
円、月３千円※プロの指導あ

り／淺見
（�５８１－５８５８）
★生涯学習「あけぼの会」　 毎月第
２水曜日午前１０時～正午／高幡図書
館な

ど／弁護士による身近な法律、時
事法律講座／１０人／月１千円／佐藤
（�５９１－２７２０）
★バドミントン「シーガルス２１」　
月４回（うち３回は金曜日）午前９
時～正午／南平体育館な

ど／初心者歓
迎／月１千５００円※指導あ

り／運動用
上履き持参／横倉（�５９２－４８７７）
★ヘルスアップ０６会　毎月第２・第
３・第４月曜日午後１時３０分～３時
３０分／勤労・青年会館な

ど／健康体操、
ウオーキング／５０歳以上の方歓迎／
２５人／入会金５００円、月１千円※指
導あ

り／武宮（�５９１－６６４０）
★フラダンス「レイナニ・フラサー
クル」　 ４月からの�毎週月曜日…
新町交流センター、金曜日…生活・
保健センターな

ど�火曜日…スタジオ
Ｍ（豊田駅南口）／いずれも午後１
時から※�月曜日夜間部あ

り／�初心
者、中高年者向き�一般向き／費用
等、詳細は問い合わせを／松本（�
０９０－４８２１－０３５３）
★書道サークル　月３回土曜日午後
１時３０分から／南平駅西交流センタ
ーな

ど／初心者歓迎／１回５００円／ 硯 、
すずり

筆、墨、文鎮、下敷き持参／重冨（�
５９２－７６６０）


