
⑬
問 文化スポーツ課(☎514-8465)

① 多摩川右岸の
日野用水エリア

問　緑と清流課（☎514-8309）

★日野用水下堰親水路（ 新町3-14 付近）
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　日野用水下堰はかつて多摩川から直接取水していま
したが、現在は上堰から分水しており、東光寺市営団地
前付近は桜並木の親水路として整備されています。こ
の辺りは水深も浅く、水路にはたくさんの生き物が生
息しており、子供たちの水遊びや環境学習の場となって
います。親水路沿いはベンチもあり、疲れたら木陰の下
で休むこともできます。
　田植えの時期に一面に水の張られた田んぼが、収穫の
秋には黄金色に輝き、季節感を感じる散歩道です。

その13

スポーツ
日野人ちょこっと散歩会
　日頃運動習慣のない高齢者を対象
としたウオーキング、軽体操などを
行います。体を動かしたいけど自信
がない方、きっかけがない方、仲間
を作りたい方、この機会にぜひご参
加ください。
①程久保散歩会
日時 4/18～平成30年3/27の毎週火
曜日10:00～11:00※祝日、年末年始
を除く 会場 湯沢福祉センター 講師
㈱フクシ・エンタープライズ（グラ
ウンドなど指定管理者）
②高幡散歩会
日時 4/19～平成30年3/28の毎週水
曜日10:00～11:00※祝日、年末年始
を除く 会場 高幡福祉センター 講師
NPO法人JISSEN健康・スポーツ
栄養インストラクター養成研究機構

　いずれも対象 運動習慣のないお
おむね60～75歳の市内在住者※会場
まで徒歩で来られる方 定員 ①20人
②15人※申込多数の場合は抽選
申込 3/21㈫～31㈮（消印有効）に参
加申込書と同意書（市HP、市役所3
階文化スポーツ課、七生支所、南平
体育館、七生公会堂、湯沢福祉セン
ターにあり）を〒191-8686日野市文
化スポーツ課へ郵送または持参 問
文化スポーツ課（☎514-8465）

スポーツ教室のご案内
　いずれも申込 ㈱フクシ・エンタ
ープライズ（☎514-9178）へ電話 問
文化スポーツ課（☎514-8465）
初心者少年野球教室
日時 4月からの隔週水曜日、14:30～
17:30（全15回）※8月は8:00～10:00
会場 万願寺中央公園グラウンド
講師 日野市少年軟式野球連盟指導
者 対象 幼稚園年長～小学3年生
定員 申込制で先着30人 費用 5,000円
（保険料込み）

初心者サッカー教室
日時 4月からの土曜・日曜日、祝日
14:00～16:00（全17回）※季節により
日時の変更あり 会場 浅川スポーツ
公園グラウンドなど 講師 サッカー
協会指導者 対象 幼稚園年中～小学1
年生 定員 申込制で先着30人 費用
7,000円（保険料込み）
はつらつウオーキング講習会
日程 3/25㈯ 集合 9:00多摩川グラウ
ンド管理棟、12:00同所解散コース
多摩川河川敷～高幡不動尊（約6㌔）
対象 市内在住・在勤者定員 申込制
で先着20人 費用 1,000円
応急手当とＡＥＤ講習会
日時 3/25㈯13:30～15:30 会場 多 摩
平第一公園地区センター 対象 市内
在住・在勤・在学者 定員 申込制で
先着20人
グラウンド管理講習会
日時 3/25㈯11:00～13:00 会場 多摩平
第一公園 対象 グラウンド・テニス
コート利用者、学校およびグラウン
ド管理者 定員 申込制で先着20人

催 し

春休み食育イベント

第50回 入賞作品展示

日程 3/16 ㈭～ 30 ㈭
会場 市役所1階市民ホール
問 観光協会（☎ 586-8808）

申込 所定の申込書（市役所3階緑と清流課にあり）を
提出※活動場所・内容などは応相談
問 緑と清流課（☎514-8307）

日時 3/29㈬11:30から
会場 七ツ塚ファーマーズセンター※直接会場へ
献立 大豆入りミートソーススパゲティ、
スプリングサラダ、手作りプリン
定員 先着30 人
費用 1食350円
その他 アレルギー対応は行いません
問 学校課（☎514-8749）

　アマチュア写真家が撮
った力作が勢ぞろいしまし
た。市内の四季折々の自然、
行事、街の風景などを写し
た作品です。今まで知らな
かった日野を発見できるか
もしれません。
　ぜひご覧ください。

　日野産大豆への理解を深めながら、安
全・安心でおいしい日野市の学校給食を
召し上がりませんか。

　街路樹キーパーとは、市民の皆さまに市が管理して
いる街路樹の守り手・キーパーソンとして、維持管理
や緑化活動を行っていただくボランティアの方です。
　街路樹キーパーには名刺を交付し、落ち葉清掃、除
草、ゴミ拾い、草花の植栽・育成管理（市と協議） 、
水やり・病害虫や枯損の点検、小枝の剪定などを行っ
ていただきます。市では、そのサポートとして道具類
（ほうき、熊手など） の貸し出し、ボランティア保険の
加入、活動に関する相談、ボランティア袋の支給・回
収などを行います。
　諸力融合による、より良いまちづくりに、多くの市
民の皆さまのご協力をお待ちしています。

伸びゆく日野市写真コンクール
街路樹キーパーを募集

学校給食日野産大豆収穫祭 H29.4.1～H34.3.31

電話（042）514-8307

ちびっ子新選組（撮影：渡辺邦昭）

日時 前期5/11㈭～7/13㈭、後期10/5㈭～12/14㈭。い
ずれも毎週木曜日10:00～12:00 会場 カワセミハウス
内容 右表の通り 対象 18歳以上の市内在住・在勤者
定員 申込制で先着20人 後援 水と緑の日野・市民ネッ
トワーク 申込 4/15㈯（必着）までに環境情報センター
（ kankyo@city.hino.lg.jp）へメール、電話または
ＦＡＸで。住所、氏名を記入 問 環境情報センター（☎
FAX 581-1164）※4/1㈯からカワセミハウスに移転。電
話番号などの変更はありません

　環境科学の専門家、小倉環境情報センター長（東京農工大学名誉教授）を講師に、身近な環境から地
球環境までをみんなで楽しく学び考えていくものです。

地球環境問題連続講座 第9期

回 前　期 後　期
1 地球環境問題とは 水資源を有効に利用する
2 炭素・窒素・リンの循環 水質の汚染を考える
3 黒川清流公園の春 黒川清流公園の秋
4 地球温暖化と温室効果ガス 雨の役割
5 地球温暖化の影響と対策 酸性雨とは
6 ヒートアイランド現象と身近な対策 酸性雨の生態系への影響
7 水の大切さと水の文化 オゾン層の役割
8 水は循環する オゾン層破壊の影響と対策
9 黒川清流公園の夏（公開） 黒川清流公園の冬（公開）
10 日野市の地形・水・みどり 大気汚染を考える

市内在住のダンスチーム「JIGGY-
JUICE 」が2016キッズダンスパフ
ォーマンス・コンテストで優勝
　平成28年12/24に神奈川県
横浜市で行われたキッズダ
ンスパフォーマンス・コン
テスト全国決勝大会中学生
の部で、市内のダンスチー
ム「JIGGY-JUICE」（藤本まつ
りさん、田中想さん、中野
琴羽さん）が優勝しました。
今後の活躍が楽しみです。

日時 4/9㈰9:00～15:00※雨天中止
会場 日野橋南詰交差点西側※上図参照
内容 式典、ステージイベント（地元幼稚園児と小・
中学生による演奏、お囃子、よさこい踊りなど）、
模擬店（焼きそば、飲み物など）
主催 多摩川堤さくらの会(東部地区)実行委員会
問 緑と清流課（☎514-8307）

日時・内容 上表の通り
会場 日野中央公園
主催 スプリングフェスタひの実行委員会、
（公財）日野市環境緑化協会
問 同協会（☎585-4740）

　多摩川の堤防に市民、
団体などが協力して植
樹したオオシマザクラ
の成長を見守るととも
に、市東部地区の活性
化を図るため「さくらの
集い」を開催します。

さくらの集い スプリングフェスタひの
日時※雨天中止 内　容

3/25㈯
11:00～16:00

一中吹奏楽部演奏、小林和子歌謡ショー、フォー
クダンス、お囃子、SIOライブ、日野太鼓、朝倉
由美子歌謡ショー、カラオケ

26㈰
10:00～15:00

大坂上中吹奏楽部演奏、ハワイアンバンド＆フラ
＆リノウクレレ、岩崎愛子歌謡ショー、民踊、小
川はる子歌謡ショー、大樹ゆたか歌謡ショー、よ
さこい鳴子踊り、ポニーちゃんと遊ぼう、花苗無
料配布（先着400人）、コーヒーの無料配布

両日共通
模擬店…焼きそば、焼き鳥、たこ焼き、焼きとう
もろこし、焼きだんご、まんじゅう、クレープ、
綿菓子、玉こんにゃく、ニラ饅頭、飲み物など

会場および
駐車場

多摩都市モノレール

日野橋

256256 甲州街道駅

■会場案内図
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