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★「優雅」社交ダンスパーティー　
２月１日�・１１日�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�０９０－３５３２－３７９４）
★映画上映会　２月１１日�午前１０時
１５分と午後１時から…博士の愛した
数式、午後４時と６時４５分から…Ｍ
ｒ．＆Ｍｒｓ．スミス／市民会館大
ホール／１人１種類２枚まで／２月
９日�までにＡＳＡコールセンター
（�５２７－０６４３月曜～金曜日午前１０
時～午後５時）へ
★「ダンスサークル四季の会」ダン
スパーティー　２月１８日�午後１時
～４時／ひの社会教育センター／
５００円／同会（川畑�０９０－８８９２－
８９３８）
★日野新選組同好会２月度公開例会
２月１８日�午後５時～６時／多宝ビ
ル（高幡）／近藤勇と新選組隊士供養
塔について／講師・桜井孝三氏（三十
一人会会員）／５００円／同会（峯岸�
０９０－３１３８－４３４８�５９２－３６２９）へ申込
★日野台幼稚園プレイルーム　２月
２８日�午後１時～２時／歌、製作ほ

か

／未就園児と保護者対象／同園（�
５８１－２６１５）
★手話ダンスへの誘い　３月４日�
午後１時３０分～３時３０分／市民会館
小ホール／２００人※整理券発行／林
（�・�５８５－７８４７）へ申込
 

★「ダンスサークルこぶし」社交ダン
ス講習会　２月３日�・１０日�・２４日
�午前１０時～正午／五小／初心者対
象／同会（佐藤�５８１－４０８９）へ申込
★３Ｂ体操体験講習会　２月８日�
・１５日�午前１０時から…生活・保健
センター、２月９日�・２３日�午後
２時３０分から…七生台地区センター
／健康体操／成人対象／飲み物、タ
オル、運動用上履き持参／ 山  科 （�

やま しな

５８７－１８５７）へ申込
★ＮＰＯ法人日野・市民自治研究所
から　�憲法連続講座「メディアで
読み解く日本国憲法」地方自治制度
改革とその現実…２月１０日�午後３
時から／社会教育協会（多摩平）／
講師・池上洋通氏（同研究所副理事
長）／５００円（資料代ほ

か）�地方自治
権論研究会…２月５日�午後４時か
ら�公共事業と公契約研究会…２月
１３日�午後４時から／いずれも同研
究所／同研究所（�５８９－２１０６�５８９
－１８５４）へ申込
★コーア・テレージアⅡ「女声コー
ラス体験教室」　 ２月１０日�・１７日
�・２４日�午後１時３０分～３時／勤

もよおしもよおし

講習・学習会講習・学習会

労・青年会館な
ど／天野（�５８３－３０４２）

★日野の自然を守る会から　�特別
行事「あたろうかあたろうよ」たき
び（ 巽  聖  歌 生誕１０２年記念）…２月

たつみ せい か

１２日（振休）午前９時５０分石坂ファーム
ハウス（百草）集合／３００円※中学生
以下２００円／２月１１日�までに富士
（�０４２－７７２－５３００）へ�ミニ観察
会「奥武蔵ウオッチング１８芦ケ久保
駅・二子山」…２月２５日�午前６時
５５分八王子駅１番線中央付近集合／
２００円※小・中学生１００円／弁当、水
筒、筆記用具、あれば双眼鏡持参／
山本（�０４２－６２１－０９３４午後７時以
降）／いずれも雨天中止
★子どもと本の出会いのために　�
２月１８日�午後２時から…講演会・
子どもの本と子どもの成長／生活・
保健センター※保育あ

り／講師・永野
むつみ氏�２月２５日�午後２時から
…実践講座「人形劇かえるくんかえ
るくん」／市民会館小ホール／原則
両日参加／１千円※小学生（保護者
同伴）以下無料／ＮＰＯ法人日野子
ども劇場（�・�５９１－５１３６）
★スコーレ母親講座「子どものいの
ちが輝くとき～共感の愛は子どもの
エネルギー源」　 ２月２０日�午前１０
時～１１時３０分／生活・保健センター
／４０人※１５人までの保育あ

り／３００円
／�スコーレ家庭教育振興協会（上
野�０９０－５４１４－２３６６）へ申込
★ＮＰＯ法人ケア・センターやわら
ぎ研修センターから　�視覚障害者
移動介護従業者養成研修…２月２３日
�・２６日�・２７日�／立川市近郊在
住・在勤の介護福祉士、ホームヘル
パー１～３級課程修了（予定）者対
象／２月１６日�までに申込�２級ホ
ームヘルパー養成講座…３月５日�
～５月１３日�月曜～金曜日午前９時
～４時／２月２１日�午後５時までに
申込／いずれも会場は同研修センタ
ー（立川市）※実習は日野市ほ

か／各
３５人※申込多数の場合は抽選／費用
等、詳細は問い合わせを／同施設
（�５２３－３５５２�５２３－７０７７）へ
★マンション管理のセミナーと無料
相談会　２月２５日�午後１時３０分～
４時４５分／生活・保健センター／講
演「高齢化社会におけるマンション
管理」と個別相談／マンションの区
分所有者・居住者対象／日野市マン
ション管理士会事務局（�・�５９４－
３８３６）へ申込
 

★リサイクルフリーマーケット出店
者募集　２月１０日�午前９時受付開
始※予約はＦＡＸで／日野中央公園
／１００店舗／１店舗１千５００円／リユ
ース・コネクト（�０３－６３８０－６２８５
�０２０－４６６８－８４６７）

ごあんないごあんない

★日野新潟県人会新年祝賀会　２月
１１日�正午から／寿司正（南平）／
新潟県出身者、ゆかりのある方対象
／８千円（年会費、飲食代）／同会
事務局（中村�５８３－７０５３）へ申込
★遺言・相続の無料相談会　２月１８
日�午後１時～５時／生活・保健セ
ンター／正しい遺言書の作り方・相
続の仕方／１０人／高齢者支援センタ
ー（石川�５８６－２９１６）へ申込
★無料神経難病検診・療養相談　２
月２４日�午後１時～５時／愛隣舎ホ
ール（多摩平）／原因不明の筋肉の
 萎  縮 ・脱力等の自覚症状のある方、
い しゅく

現在通院中断で体調不良の方対象／
２月２２日�までにＮＰＯ法人愛隣舎
（�５８６－９０５１午前９時～午後３時）
へ
★鶏用飼料の提供をお願いします　
ウコッケイの餌が足りません。クズ
米、古米、米ヌカの提供を。取りに
伺います／ＮＰＯ法人やまぼうし里
山耕房くらさわ（ 大  上 �５９４－６８７１）

おお うえ

★ひの社会教育センターから　�お
ひさま手づくり市…２月１８日�午前
１０時～午後２時�日帰りスキー�は
じめて手うちそば�プロの技を学ぶ
手うちそば�絵本の読み聞かせ体験
講座�地域高齢者指導協力者募集／
いずれも費用等、詳細は問い合わせ
を／同センター（�５８２－３１３６）
 

★ハーモニーから　�親子ふれあい
ミニコンサート…２月４日�午前１１
時から／楽器体験、子育て相談／幼
児と保護者対象�音楽喫茶…２月４
日�午後１時３０分から／癒しのパス
テル画、歌声コーナーほ

か／いずれも
富士電機「多摩あんしん館」／各回
３０人／１千円※子ども無料／同会
（久木田�０７０－５０２３－２０１２）
★絵画サークル「サタデー会」作品
展　２月６日�～１１日�午前１０時～
午後５時※１１日は午後４時まで／と
よだ市民ギャラリー／油彩、水彩／
西田（�５９２－６０９１）
★秋の奥志賀・飯山鍋倉高原撮影会
作品展　２月１０日�～１５日�午前１０
時～午後５時／ひの社会教育センタ
ー／日野市アマチュア写真連合会
（吉田�０９０－６０２６－８４１９）
★「山水フォトクラブ」写真展　２
月１３日�～１８日�午前１０時～午後５
時※１８日は午後３時まで／とよだ市
民ギャラリー／小泉（�５８１－３７８１）
★「チャリティーコンサート～ 筝 の

こと

調べにのせて」ソマリアの子供たち
への教育支援　２月１８日�午後２時
から／七生公会堂／出演・久野木史
恵ほ

か／曲目・荒城の月、アメージン
ググレイスほ

か／１千９００円※前売り
１千７００円／ソマリアを支援する会
（後藤�・�５９４－２９９０）
★うたごえｉｎひの　２月１８日�午
後６時～９時／多摩平の森ふれあい
館／歌謡曲等の大合唱／８００円（軽食
付き）／前田（�０９０－８８１１－４０１２）
★ソロコンサート「カリブ音楽の調
べ」　 ２月１７日�・１８日�午後２時
３０分から／ならの木（東豊田）／ベ
ネズエラ人によるクアトロ（４弦ギ
ター）の演奏と歌／１千５００円（菓子、
飲み物付き）／ならの木文化サーク
ル（�５８４－８０４９）へ申込

美術・音楽美術・音楽

 

★日野市軟式野球連盟春季大会連盟
登録　２月１０日�・１１日�午前９時
～午後３時／多摩川グラウンド管理
棟／同連盟（松島�０９０－１８８２－
６５７６）
★日野市バドミントンミックス親睦
大会　２月１１日�午前９時から／南
平体育館／１・２・３部／市内在住
・在勤・在学者対象／１人１千５００円
※連盟登録者１千円／２月６日�ま
でに所定の用紙（南平体育館にあり）
に記入し、〒１９１－００５２東豊田１の
５５の１２大西喜美子（�５８３－８３６９）へ
★日野市ミニテニス協会交流大会　
２月１８日�午前９時～午後３時３０分
／南平体育館／混合・女子ダブルス
※ペアで申込／市内在住・在勤・在
学者対象／７００円（保険料ほ

か）※会員
５００円／２月９日�までに同協会（五
十嵐�５９２－５６８２）へ
★日野市アーチェリー協会初心者講
習会　２月１８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）
★グラウンド・ゴルフ大会　２月２１
日�午前９時受付開始／浅川スポー
ツ公園グラウンド／８ホール３ラウ
ンド、男女別／１２０人／５００円／用具
貸与あ

り／２月９日�までに（真崎�・
�５９３－４５３６）へ
★日野市ミニバスケットボール連盟
ウインターカップ選手権大会　２月
�２４日��２５日�午前９時から／�
男子大会�女子大会／五小／小学生
１０人以上のチーム対象／１チーム２
千円／代表者会議は２月１７日�午後
７時から豊田下地区センターで実施
／同連盟（藤井�５８４－４０８０）へ申込
★平成１９年度陸上競技審判講習会　
２月２５日�…武蔵野市立総合体育
館、３月３日�…立川市立中央公民
館、立正大学体育館（品川区）、３月
１１日�…板橋区立文化会館、３月２１
日�…青梅総合体育館、３月２５日�
…府中教育センター、４月７日�…
大島町役場／いずれも午前１０時から
／１千５００円（受講料）／筆記用具、
弁当持参／日野市陸上競技協会（大
野�０９０－９３１５－２６２７）
★日野市フットサル大会チーム募集
３月１８日�・２５日�午前９時３０分か
ら／市内体育館／予選リーグ戦、決
勝トーナメント／一般の部、壮年の
部（３５歳以上の方）※１チーム５～
１２人まで登録可／１万５千円※日野
市サッカー連盟加盟チーム（登録選
手５人以上）１万２千円。３月４日
�午後６時３０分から実施の代表者会
議で徴収／詳細は問い合わせを／２
月２７日�までにチーム名、代表者
名、連絡先を記入し、〒１９３－０９４２八
王子市椚田町１２１４の１の９１３鈴木将
（�０９０－２６４６－５８４４）へ
 

　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。
★木版画「ばれんの会」　 毎月第１
・第３木曜日午後２時～４時※第３
木曜日指導あ

り／中央公民館な
ど／月２

千円／佐藤（�５８３－１０１３）

スポーツスポーツ

会員募集会員募集


