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講習・学習会
★日野市武術太極拳連盟～太極拳普及無料講
習会　①₆月₂日㈰₉:₃₀から②₁₆日㈰₁₃:₃₀か
ら／①多摩平交流センター②平山交流センタ
ー※直接会場へ／初心者歓迎／上履き、飲み
物持参／同連盟（古賀☎₀₉₀︲₃₂₃₂︲₇₁₁₇）
★中級中国語会話体験　₆月₂日㈰₁₀:₁₀から
／百草図書館※直接会場へ／ニーハオ会（水
橋☎₀₇₀︲₁₀₅₅︲₉₃₆₅）
★華の会～着付け講習会　₆月₄日㈫・₁₈日㈫
₁₄:₀₀から／新町交流センター／₁₀人／₁回
₁,₀₀₀円／着物一式持参／松本（☎₅₈₆︲₃₆₇₅）
★中高年のお琴無料体験講座　₆月₄日㈫・₁₁
日㈫・₁₈日㈫₁₃:₀₀から／三沢東地区センター
／初心者、未経験者対象／斉藤（☎₅₉₂︲₅₁₅₇）
★生活講習₂₀₁₉～時間をうみだすシンプルラ
イフ　①₆月₇日㈮②₁₄日㈮／₁₀:₀₀から／多
摩友の家（万願寺）／①ムリなく料理たのしく
食事②毎日の洗濯のポイントは？ いつから
でも家計上手！／₁回₁,₂₀₀円／₁歳児以上の
保育（要申込、₂₀₀円）あ

り／多摩友の会（増田
☎₀₉₀︲₉₈₃₉︲₀₉₆₃）へ申し込み
★三味線無料講習会　₆月₇日㈮・₁₄日㈮・₂₁
日㈮₁₃:₀₀から／落川都営住宅地区センター
／未経験者、初心者対象／森（☎₅₉₂︲₅₁₅₇）
★市民による社会・経済研究会　①₆月₈日㈯
②₂₉日㈯／₁₄:₀₀から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／①WTOの組織Ⅱ②WTOの貿易規
律Ⅰ／各₁,₀₀₀円／増田（☎₅₈₅︲₁₅₈₅）
★憲法連続講座～日本国を滅ぼす広告　₆月₈
日㈯₁₄:₃₀から／勤労・青年会館※直接会場
へ／₁₀₀人／₅₀₀円／日野・市民自治研究所（☎
₅₈₉︲₂₁₀₆）
★お華炭つくり体験講座　₆月₉日㈰₁₀:₀₀から
※雨天中止／落川交流センター／先着₁₀人／
₅₀₀円／ひの炭やきクラブ（中島☎₀₉₀︲₆₁₂₃︲
₁₈₇₁※ショートメール（SMS）にて）へ申し込み
★子育て学習講座～子供の才能み～つけた
₆月₁₁日㈫₁₀:₀₀から／₁₀組／₃₀₀円／保育あ

り

▶生涯学習講座～自分・家族・地域をよくす
るヒント…₆月₁₉日㈬₁₈:₃₀から／₂₀人／いず
れも多摩平の森ふれあい館／真鍋（☎₀₉₀︲
₄₅₉₈︲₅₅₂₅）へ申し込み
★縄文時代を知ろう　₆月₁₅日㈯₁₀:₀₀から／
社会教育協会ゆうりか（多摩平）／₁,₉₅₀円／
筆記用具持参／同協会（☎₅₈₆︲₆₂₂₁）

と簡単筋力アップ体操／₁₀₀～₂₀₀円／石原
（☎₀₉₀︲₅₄₀₀︲₁₆₀₈）
★日野新選組ガイドの会から　▶歴史散策・
四谷～赤坂方面の史跡巡り～江戸城の外堀沿
いを歩く…₆月₁₂日㈬₁₀:₀₀JR四谷駅麹町口改
札口集合、₁₆:₃₀解散／₆月₉日㈰までに同会

（芹川☎₀₉₀︲₅₄₃₀︲₁₂₀₃）へ▶土方歳三没後₁₅₀
年特別企画～あなたが再発見する歳三と日野
…₆月₁₅日㈯₉:₃₀万願寺駅集合、₁₆:₀₀解散※
荒天中止／土方歳三資料館～日野宿交流館

（対談講演あ
り）な

ど／先着₃₆人／₄,₀₀₀円／申込
方法など詳細は問い合わせを／₆月₁日㈯～₉
日㈰に同会（小安☎₀₉₀︲₆₅₁₀︲₁₉₆₈）へ
★発達が気になるお子さんの学校・工芸技能
学院～個別教育相談会＆ちょこっと体験　₆
月₁₅日㈯₁₀:₀₀から／同学院（落川）／同学院

（和田☎₅₉₂︲₄₃₅₃）へ申し込み
★中央大学学術講演会～くらしの中の憲法
₆月₁₆日㈰₁₄:₀₀から／ひの煉瓦ホール（市民
会館）※直接会場へ／同大学学員会日野支部

（田中☎₅₈₆︲₀₇₀₆）
★日野団塊世代広場～和の手芸　₆月₁₉日㈬
₁₃:₃₀から／同広場（平山）／小物～リメイク作
品／₁,₀₀₀円、材料費別途／同広場（髙橋☎₈₄₃︲
₈₇₂₃※火曜・土曜日₁₀:₀₀～₁₄:₀₀）へ申し込み
★日野市パーキンソン病友の会パークオアシ
ス　₆月₂₃日㈰₁₄:₀₀から／新町交流センター
／生活上の工夫、悩みなどを話し合い、支え
合う場／武石（☎₀₉₀︲₁₄₃₅︲₀₂₅₂）へ申し込み

もよおし
★第₂₉回うたごえ喫茶たんぽぽ～平和の種を
とばそう　₆月₂日㈰₁₃:₃₀から／勤労・青年
会館※直接会場へ／₈₀₀円※障害のある方₄₀₀
円。飲み物付き／同喫茶たんぽぽ実行委員会

（鈴木☎₅₈₁︲₃₄₄₁）
★なつめろカラオケをみんなで一緒に歌う会

（要申込）　₆月₂日㈰₁₂:₀₀から／₂₅人／₂,₀₀₀
円※軽食・飲み物付き▶うたごえinひの①昭
和歌謡カラオケをみんなで一緒に歌う会②歌
声喫茶…₆月₁₅日㈯①₁₀:₀₀から②₁₃:₃₀から／
①₅₀₀円②₁,₀₀₀円※お茶付き／いずれもラソ
ンブル（豊田駅北口）／江上（☎₀₉₀︲₅₅₆₄︲₉₈₁₈）
★もぐさだい幼稚園～みんなで遊ぼう！　₆
月₃日㈪①₁₁:₀₀から②₁₁:₃₀から／同園（百草）
／①₁歳児親子リトミック②園庭開放／①平
成₂₉年₄月₂日～₃₀年₄月₁日②平成₂₆年₄月₂日
～₃₀年₄月₁日生まれ対象／同園（☎₅₉₁︲₁₇₂₉）
へ申し込み
★あかいやね～①さつまいも苗植え②パパと
遊ぼうアスレチック③父の日製作　①₆月₅日
㈬②₈日㈯③₁₅日㈯／₁₁:₀₀から／同施設（程
久保）／子育て中の親子対象／①軍手持参／
同施設（☎₅₉₄︲₇₈₄₁）
★日野子育てパートナーの会から　▶みんな
のはらっぱ万願寺～木かげにあつまれ！…₆
月₇日㈮₁₁:₀₀から／万願寺交流センター前広
場／しゃぼん玉遊び／乳幼児と保護者対象▶
子育て講座～助けられ上手になろう！（要申
込）…₆月₁₃日㈭₁₀:₃₀から／万願寺交流セン

ター／乳幼児の保護者対象／₂₅人／いずれも
同会（☎₅₈₇︲₆₂₇₆）
★みんなで歌おう会～歌って元気！健康！　
₆月₇日㈮₁₀:₃₀から／小規模多機能ホームさか
えまち／音楽療法士・太田／同施設（☎₅₈₂︲
₁₈₀₁）
★ハーモニーから　▶歌声喫茶…₆月₈日㈯
₁₀:₀₀から…中央福祉センター▶①斎藤由恵
の発声と手話コーラス…₇日㈮₁₀:₃₀から▶②
英語で歌おう…₁日㈯₁₁:₀₀から▶③女性コー
ラス…₅日㈬・₁₂日㈬₁₂:₃₀から▶④オカリナ
を楽しむ会…₈日㈯₁₄:₀₀から▶⑤サロンライ
ブ～アコーディオンの演奏と歌声の集い…₉
日㈰₁₄:₀₀から／いずれも①～⑤サロン・ド・
ハーモニー（南平）／費用など詳細は問い合わ
せを／同会（久木田☎₀₇₀︲₅₀₂₃︲₂₀₁₂）
★フリーマーケット出店者（出店料無料）募集
₆月₈日㈯₁₀:₀₀から／クレアホームアンドガー
デン（日野本町）／同施設（☎₅₈₂︲₁₃₁₃）へ申し
込み
★南平駅西交流センター運営委員会～村上先
生と楽しく歌う会　₆月₈日㈯₁₃:₃₀から／同
センター／₅₀₀円／内川（☎₅₉₂︲₅₂₈₄）
★水車まつり　₆月₈日㈯₁₃:₃₀から／向島用
水親水路水車小屋周辺※直接会場へ／水車ま
つり実行委員会（多田☎₅₉₄︲₃₇₃₉）
★春季プリマベーラダンスパーティー　₆月₉
日㈰₁₃:₃₀から／新町交流センター／ミキシ
ング、トライアルあ

り／₅₀₀円※飲み物付き／
山内（☎₀₉₀︲₈₇₇₉︲₅₃₃₈）へ申し込み
★歌声サロンはっぴー　₆月₉日㈰₁₄:₀₀から／
カワセミハウス／₃₀₀円※茶菓子付き／はっ
ぴーらいふ（小林☎₀₉₀︲₉₃₈₆︲₅₃₀₃）
★光塩女子学院日野幼稚園から　▶園庭開放
…₆月₁₀日㈪₁₀:₃₀から※雨天の場合は室内開
放▶体験保育…₆月₁₈日㈫₁₀:₃₀から／いずれ
も同園（程久保）／未就園児と保護者対象／同
園（☎₅₉₂︲₅₅₂₆）へ申し込み
★杉野幼稚園から　▶いっしょに体操をしま
しょう！…₆月₁₀日㈪₉:₄₅から／上履き持参
▶入園説明会…₆月₁₉日㈬₁₄:₀₀から／いずれ
も同園（百草）／同園（☎₅₉₁︲₃₅₁₅）
★なつかしの歌をみんなで歌いましょう　₆月
₁₁日㈫・₂₅日㈫₁₄:₀₀から※荒天中止／カフェ
こもれび（南平）／唱歌、歌謡曲／₁₀人／₄₀₀
円／宮本（☎₀₇₀︲₇₅₂₉︲₃₀₆₂）へ申し込み
★おひるねアート＠mimi七夕撮影会　₆月₁₂
日㈬₁₀:₃₀から…会員宅（川辺堀之内）、₁₄日㈮
₁₁:₀₀から…PlanT（多摩平の森産業連携セン
ター）／赤ちゃんの撮影／₀～₂歳児対象／₁回
₅組／₂,₅₀₀円、貸し衣裳代₅₀₀円／森田（☎
₀₈₀︲₂₂₀₄︲₇₀₀₀）へ申し込み
★元気な音楽の広場　₆月₁₃日㈭₁₃:₃₀から／
七生福祉センター／歌体操、季節の歌な

ど／お
おむね₆₀歳以上対象／₅₀₀円※指導あ

り／飲み
物、運動靴持参／櫻井（☎₀₉₀︲₈₀₁₀︲₂₉₀₀）
★たかはた北保育園～保育体験（出産前の妊
婦さんと生後₄カ月までの赤ちゃん）　₆月₁₄
日㈮₁₀:₀₀から／同園（高幡）／試食会あ

り／₃人
／同園（☎₅₉₁︲₅₀₀₃）へ申し込み

★ひのママフェスvol.₇　₆月₁₅日㈯₁₀:₀₀から
／イオンモール多摩平の森イオンホール／ワ
ークショップ、ハンドメイド雑貨販売な

ど／土
田（☎₀₈₀︲₄₈₇₄︲₇₇₇₃）
★こども食堂～さくらちゃん　₆月₁₆日㈰₁₆:
₀₀から／日野キリスト教会（大坂上）／音楽、
ゲーム、おいしい食事な

ど／₃₀₀円※中学生以
下₁₀₀円／鈴木（☎₀₉₀︲₅₉₉₇︲₁₃₈₃）へ申し込み
★ゴスペルを歌いましょう～ゴスペル大好き
倶楽部　₆月₁₆日㈰₁₀:₀₀から／湯沢福祉セン
ター／₂,₀₀₀円※中学・高校生無料。指導あ

り／
道廣（☎₀₈₀︲₅₄₃₇︲₁₁₂₃）へ申し込み
★第₈回東日本大震災チャリティー人形劇「₁₁
ぴきのねこ」　₆月₁₆日㈰₁₁:₀₀からと₁₄:₀₀か
ら／多摩平の森ふれあい館／₃₀₀円※₁歳～小
学生₁₀₀円／人形劇サークルうどの大木（原田
☎₅₈₆︲₉₅₁₉）

美術・音楽
★第₂回日野自動車OB永輝の会写真展、陶芸
展、絵画展　₆月₂日㈰までの₉:₀₀～₁₇:₀₀※₂日
は₁₆:₀₀まで／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
倉橋（☎₀₈₀︲₁₀₃₄︲₅₇₁₃）
★第₂₅回PHOTO自然のいとなみ写真展　₆
月₄日㈫～₉日㈰₁₀:₀₀～₁₇:₀₀※₉日は₁₆:₀₀まで
／とよだ市民ギャラリー／増山（☎₅₈₂︲₄₁₃₉）
★第₅回パステルひのパステル画展　₆月₁₁日
㈫～₁₆日㈰／とよだ市民ギャラリー／無料体
験コーナーあ

り／若松（☎₅₉₂︲₁₆₅₁）
★アンサンブル・レェヴふれあいコンサート
₆月₁₃日㈭₁₀:₁₅から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／ショパン「華麗なるポロネーズ」な

ど／₉₉₉
円※電話予約₉₀₀円／菅野（☎₀₉₀︲₄₄₃₆︲₇₇₄₉）
★日野市民オーケストラ第₄₇回定期演奏会
₆月₂₃日㈰₁₄:₀₀から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／モーツァルト「交響曲第₃₉番」な

ど／₁,₀₀₀
円※先着₂₀人無料招待／同団体（能田☎₅₈₁︲
₀₁₃₈）へ申し込み

スポーツ
★百草テニスクラブ　₆月の毎週土曜・日曜
日₁₃:₀₀から／和田中学校（多摩市）／初心者
可／₅人／₆カ月₅,₀₀₀円※体験参加無料／中
山（☎₀₉₀︲₆₄₉₇︲₃₁₂₉）へ申し込み
★ミニテニス交流大会　₆月₂₃日㈰₉:₀₀から／
南平体育館／先着₇₀人／₅₀₀円／日野市レク
リエーション協会（重城☎₀₉₀︲₇₉₀₃︲₁₆₄₈）へ
申し込み
★日野市ソフトテニス連盟～日野選手権大会
₆月₃₀日㈰₉:₀₀から※予備日₉月₁₅日㈰／多摩
平第一公園／男女一部、二部、シニア（₅₀歳）、
グランドシニア（₇₀歳）／市内在住・在勤・在
学者、連盟加入者対象／₁ペア₂,₀₀₀円／₆月
₂₂日㈯までに山崎（☎₀₈₀︲₁₁₅₂︲₀₉₁₂）へ
★日野市テニス協会～初中級クラス別講習会
₇月₆日㈯※雨天の場合は₇月₂₀日㈯／多摩平
第一公園／市内在住・在勤・在学者対象／₄₀
人／₁,₀₀₀円／申込方法など詳細は同協会 HP  
参照または問い合わせを／₆月₁₇日㈪までに
吉田（☎₀₉₀︲₇₉₄₈︲₉₆₇₉※₁₈:₀₀以降）へ

★初めての書道教室　₆月₁₅日㈯₉:₃₀から／
多摩平の森ふれあい館／₂₀人／村松（☎₀₉₀︲
₄₉₅₂︲₁₂₀₆）へ申し込み
★第₃回神経症・心配症の方限定バッチフラ
ワー入門講座　₆月₁₅日㈯₁₃:₀₀から／アフタ
ースクールカフェ（多摩平）／症状に対応した
バッチフラワー選び／₃人／₄,₅₀₀円※ワンド
リンク制、ソフトクリーム付き／長谷川（☎
₀₉₀︲₉₁₅₀︲₂₆₁₉）へ申し込み　
★産前産後のお灸セルフケア講座　₆月₁₉日
㈬₁₀:₀₀から…産後のお灸、₁₃:₀₀から…産前
のお灸／かなざわ助産院（多摩平）／各₂,₈₀₀
円／るんびに（佐伯☎₀₉₀︲₁₁₀₃︲₀₆₀₁）
★ガイドヘルパー養成研修　₆月₂₂日㈯・₂₉
日㈯₉:₀₀から…講義、₇月₁日㈪～₁₂日㈮のう
ち₁日₉:₃₀から…実習／あおいとり日野（東平
山）／福祉に関心のある₁₈歳以上の方対象／
₁₀,₅₀₀円※減免制度あ

り／₆月₂₀日㈭までに日
野青い鳥福祉会（☎₅₈₄︲₂₅₆₀※月曜～金曜日
₈:₃₀～₁₇:₃₀）へ
★世界のことばを楽しもう～ワークショップ
＆講座　₆月₂₉日㈯₁₃:₃₀から／市民の森ふれ
あいホール／渡辺（☎₀₉₀︲₇₆₃₂︲₁₄₃₀）へ申し
込み

ごあんない
★ヨガサークル　₆月の①毎週月曜日②毎週
金曜日／₁₀:₀₀から／①平山交流センター②カ
ルチャールーム百草（百草）／①₂₀人②₁₀人／
₁回₅₀₀円※指導あ

り／秋山（☎₀₉₀︲₅₉₈₂︲₁₇₅₃）
へ申し込み
★日野混声合唱団練習見学会　₆月₄日㈫・₁₁
日㈫・₂₅日㈫₁₉:₁₅から／ひの社会教育セン
ター（多摩平）／小笠原（☎₅₈₃︲₅₅₃₂）
★日野生活と健康を守る会から　▶暮らしの
何でも相談…₆月₄日㈫・₁₁日㈫₁₀:₀₀から／
ゆのした市民交流センター（日野本町）／大木

（☎₀₈₀︲₈₇₂₂︲₂₂₉₆）へ申し込み▶小・中・高
生の勉強会…₆月の毎週木曜日・日野教室、
毎週水曜日・豊田教室／₁₇:₀₀から／月₇₀₀円
※保護者は要入会／安藤（☎₀₈₀︲₃₀₁₆︲₇₉₉₁）
へ申し込み
★地域交流スペースひだまり　₆月₅日㈬・₁₉
日㈬₁₀:₃₀から／下田地区センター／脳トレ
体操、小物づくりな

ど／中嶋（☎₀₉₀︲₄₀₇₆︲₁₉₈₂）
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科　₆月の毎週土曜日₁₀:₃₀から／尾
崎ビル₂階（立川駅北口）／あがり方の分かる
方対象※中高齢者歓迎／₁日₂,₂₀₀円／尾﨑

（☎₀₉₀︲₅₉₉₉︲₁₀₃₃）へ申し込み
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　₆月₈日㈯₁₃:₃₀から／愛隣
舎ホール（多摩平）※直接会場へ／₃₀₀円／林

（☎₀₉₀︲₇₉₀₁︲₄₃₀₁）
★日野精神障害者家族会から　▶学習会～
SST家族が知りたい統合失調症への対応Q＆
A…₆月₈日㈯₁₃:₃₀から／福祉支援センター
▶家族相談（要申込）……₆月₁₃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▶交流会～情報交換・悩み相談など

なんでも（お父さんを中心に）…₆月₁₆日㈰₁₃:
₃₀から／ひの市民活動支援センター／いずれ
も同会（☎₀₈₀︲₁₂₃₈︲₅₉₆₀）
★レインボーヨガ　①₆月₈日㈯₁₃:₃₀から②
₂₂日㈯₁₄:₃₀から／①平山交流センター②イ
オンモール多摩平の森イオンホール／障害児
と家族対象／各₅₀₀円／シューズ、バスタオ
ルなど持参／あるく「つきのおあしす」（杉山
☎₅₀₆︲₅₂₆₅）
★ファミリーベビーマッサージ　₆月₈日㈯₁₀:
₃₀から／万願寺交流センター／₂カ月～歩行
前の乳児と親対象／₁,₅₀₀円▶ベビーマッサー
ジ₃回クラス…₆月₁₄日㈮・₂₈日㈮、₇月₁₂日㈮
₁₀:₃₀から／PlanT（多摩平の森産業連携セン
ター）／₂カ月～歩行前の乳児と母親対象／₆
組／₄,₀₀₀円（₃回）※単発参加は₁回₁,₅₀₀円。
茶菓子付き／いずれも伊勢谷（☎₀₉₀︲₄₁₃₃︲₅₄
₁₇）へ申し込み
★劇団ひの第₉₇回公演「花のき村と盗人たち」
₆月₈日㈯₁₉:₀₀から、₉日㈰・₁₆日㈰₁₁:₀₀から
と₁₅:₀₀から、₁₄日㈮₁₉:₃₀から、₁₅日㈯₁₅:₀₀か
らと₁₉:₀₀から／同劇団（日野）／前売り₁,₅₀₀
円※割引制度あ

り／同劇団（☎₅₈₄︲₃₄₃₆）
★癒やしのパステル画を描く会　₆月₉日㈰
₁₄:₀₀から／多摩平の森ふれあい館／荒川（☎
₀₈₀︲₆₆₄₃︲₆₉₅₂）
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除
₆月₉日㈰₆:₀₀京王線高幡不動駅南口バス停付
近集合、₇:₀₀解散／小学生以上対象／軍手持
参／惟

これ
住
ずみ
（☎₅₉₄︲₇₇₃₀）

★生前贈与、相続、遺言など暮らしの無料法律
相談会　₆月₉日㈰₉:₀₀から／新町交流センター
／もちづき会（☎₀₇₀︲₅₄₆₇︲₂₇₅₇）へ申し込み
★こころ病む人と家族のくつろげる場～フリ
ースペースT

と も
OMOへどうぞ　₆月₉日㈰₁₃:₃₀

から／平山交流センター／₁₀₀円／ボランティ
アグループこすもす（☎₅₈₉︲₄₃₉₉）
★日野失語症者交流会～すずめ　₆月₉日㈰
₁₀:₀₀から／多摩平の森ふれあい館／言語聴
覚士による集団訓練、交流／₁,₀₀₀円※昼食
付き／₆月₅日㈬までに磯野（☎₅₈₃︲₂₇₁₄）へ
★相続・遺言・エンディングノート（書き方
など）・成年後見など暮らしの無料相談会　₆
月₁₁日㈫₉:₃₀から／多摩平交流センター／相
続・遺言を考える会（飯田☎₀₉₀︲₈₅₆₄︲₅₂₀₈）
へ申し込み
★健康レクリエーション吹矢の無料体験会～
道具あり、手ぶらでどうぞ！　₆月₁₁日㈫₁₄:
₀₀から／中央福祉センター※直接会場へ／日
野かがやき吹矢クラブ（浅田☎₀₉₀︲₄₉₅₉︲₃₅₅₉）
★がんカフェひの　₆月₁₂日㈬₁₀:₀₀から／市
立病院／交流、おしゃべり、情報交換な

ど／酒
井（☎₀₈₀︲₁₁₄₄︲₂₄₄₈）
★ホッとスペースT

と も
OMOの湯～心病んでい

る方とそのご家族、お茶でも飲みながらゆっ
くりしませんか　₆月₁₃日㈭・₂₇日㈭₁₃:₀₀か
ら／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（☎₀₈₀︲₈₀₃₈︲₁₁₈₅）
★おしゃべりカフェ　₆月₁₅日㈯₁₃:₃₀から／
七生公会堂／認知症・介護相談、おしゃべり
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