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�60歳以上のシニアピアノ無料体験レッ
スン　８月の平日午前10時、11時、午後
0時５0分、1時3５分、2時20分から／６0歳
以上の女性対象／会場など詳細は申し
込み時にお知らせ／土田（☎�090-2499-
５143）へ申し込み

�絵画特別研究会～人物（着衣）を描く
８月６日㈯・7日㈰午前9時30分から／ひ
の煉瓦ホール（市民会館）／3,000円※1日
参加は1,５00円／日野市美術連盟（☎04
2-５93-3297）

�英語おしゃべりクラブから ▶外国人
とお付き合いするための英会話…８月６
日からの毎週土曜日午後1時30分から／
1５,000円（全10回）▶Practice Xコース
…８月9日からの毎週火曜日午後7時30分
から、11日からの毎週木曜日午後7時30
分から、６日からの毎週土曜日午後3時
30分から／7,５00円（５回）▶外国人のお
友だちを作れる英会話…８月10日㈬午後
7時30分から、13日㈯午後3時30分から
／いずれもオンライン（Zoom）／3日前
までに同クラブ（☎042-５８2-８６91）へ
�成年後見制度説明会・相談会　８月9日
㈫・23日㈫午前10時から／多摩平の森
ふれあい館／成年後見サポートひの（☎
042-５94-90８５）へ申し込み

�お華炭つくり体験講座　８月14日㈰午前
10時から※雨天中止／落川交流センタ
ー／５00円／ひの炭やきクラブ（冨山☎
090-８８07-５437※ショートメール（SMS）
で）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　８月13日㈯午後
1時30分から／愛隣舎ホール（多摩平）／
300円／林（☎090-7901-4301）

�日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅周辺の
お掃除　８月14日㈰午前６時京王線高幡
不動駅南口バス停付近集合／小学生以
上対象／同会（惟

これ

住
ずみ

☎042-５94-7730）
�オイルパステルでリンゴを描こう　８月
1５日㈪午前10時30分から、2６日㈮午後1
時30分から／レンタルスペース「シープ
ドッグ」（豊田）／2,000円／渡邊（ ko
morebiyoga22@gmail.com）へ申し
込み

�わくわく大人のためのお話会～昔話を
聞く　８月2８日㈰午後2時から／多摩平
の森ふれあい館／日野おはなしの会（田
島☎042-５８3-0８9６）へ申し込み
�日野市ひきこもり家族会　８月2８日㈰午
後2時から／多摩平の森ふれあい館／
５00円※当事者は無料／平野（☎090-
６923-0003）

�ひの社会教育センターから ▶やさし
いボイストレーニング…８月10日㈬午後
3時から／体験料3,５20円▶はじめての
水墨画体験…８月５日㈮午後2時から／体
験料2,7５0円／いずれも同センター（多
摩平）／同センター（☎042-５８2-313６）

�実践女子大学～公開講座①アスリート
の食事から学ぶ②地域との関わり方を
考える～地域コミュニティ論入門　①
11月12日㈯②19日㈯／同大学日野キャ
ンパス（大坂上）／同大学生涯学習セン
ター（☎042-５８9-1212）

�歌で楽しむ元気会　８月3日㈬午前10時
30分から／三沢地区センター／５00円／
小川（☎042-５94-99６0）

�ダンススポーツ自由練習　①８月4日㈭・
1８日㈭午後６時から、10日㈬・2５日㈭午
後1時から②８月12日㈮・19日㈮午後６時
から／①平山交流センター②勤労・青年
会館／400円／富田（☎090-4８24-4977）

�日野ダンス愛好会　８月4日㈭・24日㈬
午後1時から／新町交流センター／６00
円／すずき（☎0８0-６６５0-912８）
�NPO法人子どもへのまなざし～プレー

パーク「なかだの森であそぼう!」　８月５
日㈮・12日㈮・2６日㈮午前10時から／仲
田の森蚕

さん

糸
し

公園／同法人（☎042-８43-
12８2※月曜〜木曜日午前10時〜午後５時）
�NPOあるく・自律を目指す会～木製

パズルで遊ぼう　①８月６日㈯②20日㈯
／午前10時から／①多摩平交流センター
②平山交流センター／障害を持つ幼児・
児童と家族／杉山（☎042-５0６-５2６５）へ申
し込み
�タンポポダンスパーティー　８月7日㈰

�NPO法人シニアネットクラブ日野教
室から ▶Zoom初心者講座…８月1８
日㈭・2５日㈭・27日㈯午後0時30分から
（全3回）／3,300円▶シニアのためのス
マホ集中講座…9月の毎週木曜日午後0
時30分から（全５回）／５,５00円／いずれ
も同教室（多摩平）／山西（☎0８0-317６-
６240）へ申し込み

�スコーレ家庭教育振興協会日野実行委
員会～しっかり反省できる子どもに育
てる親はここがちがう　８月22日㈪午前
10時から／オンライン（Zoom）／0歳〜
思春期を迎える子の保護者対象／５00
円／同団体（ musashino@schole.
org）へ申し込み
�地域事例から学ぶ終活セミナー　８月
24日㈬午後2時から／多摩平交流センタ
ー／佐藤（☎042-５0６-2300）
�いけばな体験講座　８月27日㈯①午前10
時から②午後2時から／①中央福祉セン
ター②多摩平の森ふれあい館／市内在
住・在勤者対象／1,000円／８月20日㈯ま
でに日野市華道連盟（成松☎0５0-3５５0-
339６）へ
�日本語ボランティア教師養成講座①基

礎（前期）コース②実践（後期）コース
①9月６日からの毎週火曜日（全7回）②10
月2５日からの毎週火曜日（全６回）／午後7
時から／オンライン（Zoom）／各10,000
円、両コース受講の場合は1８,000円／８
月1５日㈪までに日野国際友好クラブ（新
藤☎090-3919-1５44）へ

�三多摩福祉会コスモス日野～介護職員
初任者研修（通学）　9月9日〜11月2５日
の水曜・金曜日／地域保健企画ビル（立
川市）など／1５歳以上対象／99,940円／同
会（☎042-５2６-1８99※平日午前9時〜午
後５時）へ申し込み

�ケア・センターやわらぎ～介護職員初
任者研修（通学）　9月1日〜10月22日の
月曜・木曜・土曜日／同センター（立川
市）／10,000円／８月2５日㈭正午までに同
センター（井上☎042-５23-3５５2）へ
�第53回東京薬科大学薬用植物園公開講

座と見学会　9月24日㈯午後1時から／
東京薬科大学（八王子市）／同大学広報
課（☎042-６7６-６711）へ申し込み

�日野台囲碁・将棋クラブ　８月の毎週月
曜日午後1時から／日野台地区センター
／須山（☎042-５８3-1８4６）
�ヨガサークル　８月1日㈪・８日㈪・22日
㈪・29日㈪午前10時から／平山交流セン
ター／1回５00円／MIYUKI（☎090-５9８2-
17５3）へ申し込み

�音楽に合わせて健康づくり～ストレッ
チ&筋力up　①８月1日㈪・８日㈪・22日
㈪・29日㈪②3日㈬・17日㈬・24日㈬③５

午後1時30分から／新町交流センター／
５00円／井上（☎090-4172-0６73）

�あかいやね～①セルフケア②よっちゃ
んのニコニコシアター③チームまじょ
による朗読劇（要申込）　①８月10日㈬②
1６日㈫③22日㈪／午前11時から／同施
設（程久保）／子育て中の親子対象／同
施設（☎042-５94-7８41）

�極
きわめる

！あそび　８月11日㈷午前9時から／
湯沢福祉センター／小学3年生以上と
保護者な

ど対象／５00円／NPO法人日本
余暇会（道廣☎0８0-５437-1123）へ申し込
み
�リリック①②ダンスパーティー③フリ

ー練習会　①８月11日㈷②14日㈰③27日
㈯／①②午後1時から③午後0時1５分か
ら／①③南平体育館②新町交流センタ
ー／①②６00円③５00円／五味（☎090-
2６33-777５）

�サクラダンスパーティー　８月13日㈯午
後1時30分から／新町交流センター／
５00円／渡辺（☎090-2447-2329）

�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①手形をとろ
う！②1歳児のママあつまれ～！…８月
17日㈬①午前9時30分からと午後0時1５
分から②午前10時から／万願寺交流セ
ンター／①乳幼児と保護者対象②1歳児
と保護者対象▶みんなのはらっぱ豊田
～マラカスをつくろう！…８月19日㈮午
前10時30分からと午後1時30分から／カ
ワセミハウス／乳幼児と保護者対象▶
みんなのはらっぱ南平～南平わくわく
タイム…８月23日㈫午前11時20分から／
南平駅西交流センター／乳幼児と保護
者対象／いずれも同会（☎042-５８7-６27６）
へ申し込み

�カトレアダンスパーティー　８月20日
㈯・27日㈯午後1時から／南平体育館／
６00円／ハヤシ（☎090-６117-５５00）

�ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーティー
８月20日㈯・21日㈰午後1時から※21日
はドレス限定トライアルあ

り／新町交流
センター／700円／マダム小夜子（☎09
0-５414-4８５８）

�ゴスペル大好き倶楽部　８月21日㈰午
前10時から／湯沢福祉センター／2,000
円／道廣（☎0８0-５437-1123）
�こども食堂～さくらちゃん　８月21日㈰
午後4時から／日野キリスト教会（大坂
上）／お弁当配布／小学3年生以下は大
人同伴／300円※中学生以下無料／山田
（☎0８0-５491-８904）へ申し込み
�①べビーマッサージ②触れ合い遊びと

秋バテ前にアロマのバスソルト作り
①８月2６日㈮②9月５日㈪／午前10時1５分
から／万願寺交流センター／①2カ月〜
歩行前までの乳児と母親対象②おおよ
そ1歳〜未就園児と母親対象／1,８00円
／伊勢谷（☎090-4133-５417）へ申し込み

日㈮・2６日㈮／午前10時から／①落川
都営住宅地区センター②東町交流セン
ター③勤労・青年会館／1回５00円／倉
橋（☎090-５999-６６2８）へ申し込み

�日野生活と健康を守る会から ▶暮ら
しの相談会…８月3日㈬・17日㈬・24日㈬・
31日㈬午前10時から／ゆのした市民交
流センター（日野本町）／小林（☎090-
93８６-５303）へ申し込み▶子ども勉強会
…８月の毎週水曜日午後５時から／コミ
ュニティハウス・アウル（豊田）／小学
生、中学生、高校生対象／月700円／安
藤（☎0８0-301６-7991）へ申し込み

�日野精神障害者家族会～①学習会「精
神障害者への就労支援」②家族相談（要
申込）③交流会～情報交換・悩み相談な
どなんでも　①８月６日㈯午後2時から②
1８日㈭午後1時からと3時から③20日㈯
午後1時30分から／①福祉支援センター
②③ひの市民活動支援センター／②家
族対象／同会（☎0８0-123８-５9６0）

�フィールドワーク～中島飛行機武蔵製
作所跡地 武蔵野市界隈の戦跡　８月６
日㈯午後1時30分武蔵野市役所前集合
／1,000円※学生、30歳以下、経済的事
情のある方300円／日野・市民自治研究
所（☎042-５８9-210６）へ申し込み

�心と体の健康クラブ　８月６日㈯・20日
㈯午後1時30分から／多摩平の森ふれあ
い館／1回400円／真鍋（☎0８0-301５-07５2）
へ申し込み
�マスクでかおりのよいスプレーを作り

ましょう　８月7日㈰午後1時から／多摩
平の森ふれあい館／市内在住者対象／
視覚障害者協会（☎042-５８2-3５５５）へ申
し込み
�第36回婚活テラスTAMA～メンタリン

グカード診断会　８月7日㈰午後1時30分
から／PlanT（多摩平の森産業連携セン
ター）／独身者対象／５00円／山中（☎
090-1733-６６６1）へ申し込み

�日野柳友会～川柳句会　８月7日㈰午後1
時30分から／勤労・青年会館／1,000円
※見学無料／多胡（☎042-５８4-５7８５）へ
申し込み
�癒やしのパステル画を描く会　８月7日
㈰午後2時から／多摩平の森ふれあい館
／荒川（☎0８0-６６43-６9５2）
�相続、遺言、生前贈与、成年後見、老後

の備えなど暮らしの無料法律相談　８
月7日㈰・14日㈰・21日㈰午前9時から／
新町交流センター／望月（☎070-５4６7-
27５7）へ申し込み

�バランスボールエクササイズで産後ダ
イエット＆体力づくり　８月10日㈬・31
日㈬午前10時から／多摩平の森ふれあい
館／産後2カ月以降の方対象※お子さま
同伴可／1回1,５00円／横山（☎090-997６-
８2６9※ショートメール（SMS）で）へ申し込
み

�ひのたま子ども食堂　８月27日㈯午後0
時30分から／ひの児童館／弁当配布／
５0食／200円※子ども無料／福島（☎07
0-８9５５-６５3５）へ申し込み

�下田自治会～第10回ふれあいフェスタ
（夏まつり）　８月27日㈯午後4時から／
万願寺中央公園／自治会員な

ど対象／同
会（ hinoshimoda@gmail.com）

�第15回「イマジンの会」絵画展　８月23日
㈫〜2８日㈰午前10時〜午後５時※2８日は
午後3時まで／とよだ市民ギャラリー／
溝部（☎042-５８3-８239）

�「歌いつなぐ」をテーマに～エルデ男声
合唱団 14回定期演奏会　9月4日㈰午
後1時30分から／ひの煉瓦ホール（市民会
館）／1,000円／山本（☎090-4８49-６93６）
�視覚障害者による光バンドチャリティ

ーコンサート～愛のサウンドフェステ
ィバル「平和と希望」　9月24日㈯午後3
時から／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
2,000円※中学生以下無料／東京光の家
（☎042-５８1-2340）へ申し込み

�日野市ボウリング連盟～子供ボウリン
グ教室　８月11日㈷午後4時から／SAP
日野ボウル（八王子市）／小学生〜高校
生対象／８月10日㈬までに同連盟（☎
042-６44-9200）へ

�ジュニアアーチェリー教室　８月の毎週
木曜日、7日㈰・13日㈯・21日㈰・27日㈯、
9月4日㈰午前9時から／南平体育館／市
内の小学生〜高校生対象／日野市アー
チェリー協会（伊藤☎042-５92-4471）
�ソフトテニス秋季個人戦　9月4日㈰午
前9時から※予備日9月11日㈰／多摩平
第一公園／男女1・2・3部（初級者）、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／８月21日㈰までに日野市ソフトテニ
ス連盟（髭野☎090-５312-02５0）へ
�日野市テニス協会（硬式テニス）▶秋季

女子ダブルス大会…9月10日㈯※予備日
9月17日㈯／多摩平第一公園／市内在
住・在勤・在学者、加盟団体会員対象
／1組4,000円※会員3,000円／８月14日㈰
までに稲葉（☎090-474６-５70８※午後６時
〜9時）へ▶女子講習会…9月13日㈫、10
月1８日㈫午前9時から、11月22日㈫、12
月20日㈫午前10時から／多摩平第一公
園／市内在住・在勤者・会員対象／
2,５00円（4回）／８月12日㈮までに山口（☎
090-24６0-22５3）へ

25ページの続き

�ベビーから通える親子リトミック　毎
週月曜・火曜・日曜日／七ツ塚ファー
マーズセンターな

ど／0歳〜幼稚園児対
象／入会費５,000円、月3,000円／NPO法
人ソレイユリトミック（☎0８0-６５47-779５）
�将棋同好会　毎月第2・第4日曜日午後1
時から／中央公民館な

ど／10人／福田
（☎042-５８3-3６2５）
�顔ヨガサークルペルル　毎月第2水曜
日、第3土曜日午前10時30分から／女性
総合センター・アイム（立川市）など／1回
1,000円／木下（☎090-27５2-3193）
�ふれあいの輪～卓球クラブ　毎週火曜
日午前10時から／ピンポン倶楽部（日
野）／年4,000円※会場費別途／熊倉（☎
090-3６８9-８2５８）

�カンツォーネ サークルいっち　毎月第
2・第4金曜日午後1時から／東部会館な

ど

／入会金1,000円、月4,５00円／栁田（☎
090-22５1-3８93）
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