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スポーツ

東部会館温水プールから
会場・問  同温水プール（☎583-5266）

定例大人の水泳教室 日時 9月の毎
週水曜・土曜日12:30～13:30 対象 18
歳以上の方 定員 申込制で先着10人 
費用 5回5,400円のチケット購入制※
入場料別途 申込電話
はじめての水中ウオーキング  日時 
9/22㈮・29㈮11:00～12:00 定員 申込
制で先着7人 費用 2,700円※入場料別
途 申込 9/14㈭までに電話
臨時休業のお知らせ  
9/5㈫・6㈬は、定期清掃のためプー
ルのみ休業します。

障害者スポーツ体験教室
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

日時・種目 9/12㈫…ブラインドサッ
カー、26㈫…卓球バレーいずれも
14:00～16:00 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 講師 東京ヴェ
ルディ1969フットボールクラブ㈱ 
対象 行き帰りが自力で行える小学
生以上の市内在住・在勤・在学者 
定員 各日先着20人

ボランティア募集 内容 参加者補助、
会場設営など 対象 18歳以上の市内
在住・在勤・在学者 その他  事業中
のけがなどについては市の包括保険
で対応 定員 各日若干人 申込 開催前
日までに電話

市民体育大会
ダ ン ス パ ー テ ィ ー 日時 9/30㈯
13:00～16:00 会場 市民の森ふれあい
ホール 種目 トライアル競技（スタン
ダードの部、ラテンの部）、ジルバ
ー競技、ミキシング、ダンスアテン
ダントなど 対象 市内在住・在勤者な
ど 費用 300円 申込 電話※当日受け
付け可 問 日野市ダンススポーツ連
盟（佐藤☎581-4089）
グラウンド・ゴルフ競技 日時 10/1
㈰8:40～16:00※ 予 備 日10/4㈬ 会場 
浅川スポーツ公園グラウンド 種目 
個人戦8ホール4ラウンド 対象 市内
在住・在勤者 費用 500円 申込 9/9㈯
までに要項添付の申込書（市役所3階
文化スポーツ課、南平体育館、市民
の森ふれあいホールにあり）を日野
市体育協会事務局（ FAX 582-5770）ま
たはグラウンド・ゴルフ協会（木藤
FAX 583-5304）へ FAX 問 木 藤（ ☎
583-5304）
陸上競技 日時 10/7㈯8:30から※予

備日10/14㈯ 会場 市民陸上競技場 
種目 一般男子・一般女子100㍍、走
高跳、走幅跳、砲丸投げなど 対象  
小学5年生以上の市内在住・在勤・
在学者 費用 500円※小学生200円、
中学生300円 申込 9/7㈭～15㈮17:00
までにエントリーシート（日野市体
育協会 HP  からダウンロード可）を日野市
陸上競技協会（ hino@jaaf.info）
へメール 問 日野市体育協会事務局

（☎582-5770）
剣道競技 日時 10/8㈰ 9:30から 会場 
市民の森ふれあいホール 種目 1チー
ム3人の団体戦。小学3年生以下の部、
小学4～6年生の部、中学生の部、一
般の部（五段以下・男女混合可）、一
般女子の部（五段以下） 対象 市内在
住・在勤・在学者 費用 3,000円※小・
中学生のチームは1,500円 申込 9/8
㈮までに電話 問 日野市剣道連盟（都
田☎090-1667-0675）
硬式テニス競技（シングルス）日時  
10/29～11/26の毎週日曜日・祝日 
会場 多摩平第一公園テニスコートな
ど 種目 一般・高校生・中学生・小
学生の男女、壮年男子（45歳以上）、
男子グランドベテラン（60歳以上）、
女子ベテラン（55歳以上） 対象 市内
在住・在勤・在学者、日野市テニス
協会加盟団体員 費用 1人1,000円 申込 
9/9㈯・12㈫・17㈰13:00～16:00に多
摩平中央公園地区センターへ要項添
付の申込書（市役所3階文化スポーツ
課、南平体育館、市民の森ふれあい
ホールにあり）と参加費、参加資格
を証明するものを持参 問 日野市テ
ニス協会事務局（堀☎592-7350）

みんなといっしょの運動会
～参加者・ボランティア募集

日時 10/1㈰10:00～15:00 会場 中 央
大学第一体育館アリーナ（八王子市）
内容 ラジオ体操、大玉転がし、綱引
き、玉入れ、パン食い競争、ブライ
ンドサッカーの体験イベント※ブラ

インドサッカー日本代表選手も登場
予定 申込 9/22㈮までに電話 問 日野
市ボランティア・センター（☎582-
2318）

平山台文化スポーツクラブから
燻製教室第３期生募集 日時 毎月第
2土曜日10:00～16:00 会場 平山台健
康・市民支援センター 講師 今川裕司
氏（燻製研究家） 費用 1,500円（材料
費・昼食代含む）
樹脂粘土(パンフラワー )教室 日時
毎月第1水曜日13:00～16:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 費用
800円（材料費）
ぶらり街歩き 日程 9/8㈮ 集合 11:00
京成本線柴又駅寅さん銅像前、15:00 
同所解散 コース 柴又帝釈天～矢切の
渡 し（ 約4 ㌔）費用 500円 ※ 会 員400
円。昼食代・入館料・乗船料実費
ビーチボール教室 日時 毎週火曜日
13:30～16:00 会場 平山台健康・市民
支援センター 講師 有竹洋子氏（市ス
ポーツ推進委員） 費用 300円※会員
150円
　いずれも 申込 電話 問 平山台文化
スポーツクラブ（☎506-9979）

趣味・教養
ひの煉瓦ホール（市民会館）ロ
ビー 100歳のピアノによるお
昼のミニコンサート

日時・出演 9/9㈯…中村直樹氏、23㈷
…りょうすけ氏（口笛）、森りか氏。
いずれも12:30～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

七生公会堂ホワイエライブ
日時 9/13㈬15:00～16:00
出演 三浦彩加氏（ピアノ）、重泉杏
佳氏（バイオリン）
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

七生公会堂かわせみ寄席～古
今亭志ん朝の名演映像上映

日時 9/20㈬15:00～16:00
定員 先着40人※直接会場へ
会場・問 七 生 公 会 堂（ ☎593-2911）

真慈悲寺現地イベント

日時 9/17㈰ ①9:30～12:00②13:00～
15:00
会場 京王百草園（百草）

内容 ①報告「仁王塚の発掘調査につ
いて」、浅井和春氏（青山学院大学教
授）特別講演「百草八幡神社所蔵・銅
造阿弥陀如来坐像について」②現地
ガイド「経筒出土の地～仁王塚を巡
る」
定員 申込制で先着50人
費用 240円（団体入園料）
申込 9/5㈫から電話
問 郷土資料館（☎592-0981）

「あなたが体験する新選組」参
加者募集

　土方歳三、近藤勇、沖田総司、井
上源三郎など、新選組の中心人物と
して活躍した試衛館の仲間たち。ま
だ何者でもなかった頃の彼らの青春
を彼らの思い出の地・日野で体験し
てみませんか？
日程 9/17㈰※小雨実施
集合 9:30万願寺駅、15:00新選組のふ
るさと歴史館解散
コース 土方歳三資料館～とうかん森
～石田寺（土方歳三墓所）～日野宿交
流館（昼食・特製弁当）～井上源三郎
資料館（天然理心流体験）～日野宿本
陣～新選組のふるさと歴史館（特別
解説）

定員 申込制で先着40人
費用 3,000円（見学料、弁当代、保険
代、ガイド料含む）
申込 9/1㈮～12㈫に日野市観光協会

（FAX 586-8961 info@shinsenhino
.com）へ FAX または メール。氏名、
住所、年齢、連絡先を記入
問 日野新選組ガイドの会（市川☎
090-8307-0199）

プロ記者に学ぶ～まち記者講座
　市内の魅力的な人や場所を紹介す
るウェブサイト「Hi Know!」の市民
記者になりませんか。今回は料理写
真の撮り方や取材の方法などを学び
ます。
日時 9/23㈷10:30～16:00
会場 多摩平交流センター
講師 下村友惠氏（映像プロデューサ
ー）
費用 1，500円程度（昼食代）
申込 9/20㈬までに日野市ボランティ
ア・センター（FAX 582-0082 hino-
vc@hinosuke.org）へ電話、FAX ま
たは メール  で。住所、氏名、電話番
号を記入
問 同センター（☎582-2318）

中高生によるバンドフェス

参加バンド大募集！
E-₆₉（イーロック）

日時 平成30年3/24㈯12:30～17:00
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 申込制で先着10組※高校生バンド7組、中学生バンド3組
その他 10/20㈮18:30からの実行委員会に要出席
申込 9/9㈯17:00～10/14㈯17:00に市内各児童館に応募用紙（各児童館に
あり）を持参
問 みなみだいら児童館（☎599-0166）、たまだいら児童館（☎589-
1253）

▼親子キャッチボールイベントin日野市
　ボールの投げ方や打ち方のレッスン、チーム
に分かれての試合などを行います。
日時 10/7㈯9:30～11:30※雨天中止
定員 申込制で先着50組100人

▼教員・保育士向け体育授業研究会in日野市
　投げる・捕る・打つの基本動作の伝え方を教
えます。
日時 10/7㈯11:45～12:45※雨天中止
定員 申込制で先着50人

　いずれも 会場 万願寺中央公園グラウンド 申込 9/10㈰から㈱フクシエンター
プライズ日野営業所（FAX 514-9179 fep-hino-0294@true.ocn.ne.jp）へメー
ルまたはFAX 問 ㈱フクシエンタープライズ日野営業所（☎514-9178）、市文化
スポーツ課（☎514-8465）

西武ライオンズOBによる野球教室

親子 教員・保育士向け
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