
子供・保護者向け
特別支援学級合同学習発表会

日時 12/16㈮9:20～12:30 会場 ひの
煉瓦ホール(市民会館) 内容 合唱、
合奏、劇、展示など 問 合同学習発
表会実行委員会（平山小☎592-6381）

三中地区青少年育成会「ふ
れあいコンサート」
日時 12/17㈯13:00～15:30 会場 三
中※直接会場へ。車でのご来場はご
遠慮を 出演 三中、七生緑小、夢が
丘小、潤徳小、八小、都立府中西高

スポーツ
障害者スポーツ体験教室
日時・種目 12/13㈫フロアホッケー、
20㈫シッティングバレー。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 先着20人
▶参加者補助・会場設営のボラン
ティアを募集
対象 18歳以上の市内在住・在勤・
在学者 定員 各日先着10人 申込 12/5
㈪から各教室の前日までに電話
　いずれも 問 文化スポーツ課(☎
514-8465)

ハンドロウル教室～カーリン
グを床上で行う屋内スポーツ
日時 12/13㈫ ･20㈫14:00～16:00※1
回の参加可 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 講師 住友不動
産エスフォルタ㈱ 定員 各日先着15
人 持ち物 上履き 問 文化スポーツ
課(☎514-8465)

東部会館温水プールクリスマス
フェスタ～いきいき教室無料体験
問 同プール(☎583-5266)

①アクアエクササイズ 日時 12/16㈮
10:00～11:00と13:00~14:00 会場 同
プール 費用入場料
②大人の水泳教室 日時 12/21㈬
12:30～13:30 会場 同プール 費用 入
場料
③骨盤なめらか体操 日時 12/24㈯
11:00～12:00 会場 2階集会室
　いずれも 定員 申込制で各回先着5
人 申込 12/14㈬までに電話

市民体育大会～スキー教室
日時 2/3㈮20:00～5㈰22:00(2泊3日)
会場 菅平高原スキー場（長野県）※
ホテル田沢館宿泊 対象 市内在住・
在勤・在学者 定員 申込制で先着40
人 費用 24,800円※ジュニア料金あ
り。リフト券別途。スキー・ウェア
の有料レンタル可 申込 電話の上、
1/29㈰までに申込書を提出 問 日野
市スキー連盟（山村☎03-3986-1880
※月曜～金曜日9:00 ～ 17:00）

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 12/10㈯「星の音楽隊」長
谷川彩乃氏・増田亜美氏(ソプラノ)・
末廣和史氏（ピアノ）、24㈯小林正美
氏（歌&ギター）、市之瀬允氏(ピアノ)。
いずれも12:30～13:00 会場・問 同
ホール（☎585-2011）

かわせみ映画館～男はつら
いよシリーズ
日時 12/8㈭18:30～20:00 内容 男は
つらいよ純情篇 出演 マドンナ・若
尾文子 定員 先着300人 費用 100円
チケット ひの煉瓦ホール(市民会館)、
七生公会堂で販売 会場・問 七生公
会堂（☎593-2911）

稲わら・竹細工講習会～お正
月用ミニ門松作り
日時 12/15㈭9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 定員 申込制で先着30
人 費用 300円 申込 12/5㈪8:30か ら
電話 問 環境緑化協会(☎585-4740)

クリスマス・スペシャルライブ
日時 12/17㈯18:30～20:30 会場 ひ
の煉瓦ホール(市民会館)※直接会
場へ 出演 ひの煉瓦ジャズオーケスト
ラ、煉瓦ホールマンボーズ その他
ドリンクサービスあり 問 同ホール 
(☎585-2011)

日野宿楽市楽座文化講座～
小正月の飾り物・餅花作り
日時 12/23㈷13:30～15:30 会場 日野
宿交流館 講師 枝川寿子氏（室礼研究
会ゆずり葉講師）定員 申込制で先
着20人 費用 800円（ 材 料 費 ）申込
12/2㈮から電話 問 新選組のふるさ
と歴史館（☎583-5100）

落語～三遊亭鳳志と親師匠・
三遊亭鳳楽との親子会
日時 12/24㈯14:00～16:30 定員 申
込制で先着100人 費用 2,000円※学
生、障害者、80歳以上1,000円、小
学生以下500円 申込 12/3㈯から電
話 会場・問 勤労･青年会館 (☎
586-6251)

LIVE café in 赤レンガ～
シューベルツ.COM LIVE
日時 1/14㈯18:00～20:00 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館）定員 申込制
で先着120人 費用 1,500円 (ワンド
リンク・軽食付き) 申込 12/1㈭か
ら電話 問 文化スポーツ課(☎514-
8462)

藝術文化の薫るまちコンサート～
ニューイヤー第九コンサート
日時 1/22㈰15:00～17:30 会場 ひの
煉瓦ホール(市民会館) 内容 童謡メ
ドレー「いつの日か」、オペラ・ア
リア、ベートーべン作曲「交響曲第
九番ニ短調作品125合唱付き」出演
神宮章、泉智之(いずれも指揮)、

藤谷佳奈恵、谷口睦美、村上敏明、
カルロ・カン(いずれも歌)、アン
サンブルＪ管弦楽団、松嶋弥生(ピ
アノ)、コーラルファンタジー inひ
の、アンサンブルＪ合唱団(いずれ
も合唱)費用 Ｓ席3,000円、Ａ席2,000
円※高校生以下1,000円。車椅子席
あり チケット ひの煉瓦ホール、七生
公会堂、東京文化会館チケットサー
ビス(☎03-5685-0650)で販売 対象
未就学児の入場は不可 その他 1歳6
カ月～ 6歳児の保育あり※1/13㈮ま
でに申し込み 問 藝術文化の薫るま
ちinひの実行委員会(☎090-9970-
0340)

2020年に向けた外国人おもて
なし語学ボランティア育成講座
日時 1/28㈯13:30～17:00 会場 市役
所5階505会議室 対象 英語での日常
会話（英検2級程度以上）ができる高
校生以上の市内在住・在勤・在学者
定員 60人※申込多数の場合は抽選
その他 本講座修了者は東京都の
「外国人おもてなし語学ボランティ
ア」に登録 申込 12/16㈮（必着）までに
〒191-8686日野市シティセールス推
進課（FAX 581-2516 citysales@city.
hino.lg.jp）へはがき、FAXまたは
メール。郵便番号、住所、氏名(ふ
りがな)、年齢、性別、職業、電話
番号、メールアドレスを記入 問 シ
ティセールス推進課(☎514-8098)

　市立中学校の生徒の皆さまが全国大会、
関東大会で活躍し文化・スポーツ功労者顕
彰を受章しました

　今年8～10月に各地で行われた全国大会・関東大会において市立中学校の
生徒が活躍しました。出場した生徒は10/14に市長を訪問し大会結果の報告
を行いました。今後の活躍が楽しみです。

一 中 水 泳 部

七生中ハンドボール部

四 中 水 泳 部

三 沢 中 水 泳 部

大 坂 上 中 野 球 部

大坂上中ハンドボール部

第56回全国中学校水泳競技大会
第25回関東中学生選抜ハンドボール大会兼
第25回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会
関東地区予選会
第40回関東中学校水泳競技大会
第56回全国中学校水泳競技大会
第56回全国中学校水泳競技大会
第71回国民体育大会水泳競技大会希望郷いわて国体
第41回関東中学校軟式野球大会
第25回関東中学生選抜ハンドボール大会兼
第25回JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会
関東地区予選会

ひのうまいもん
大図鑑 2016が完成しました！

問 日野市商工会（☎581-3666）、市産業振興課（☎514-8437）
※公式 HP (http://hino-umaimon.com/)で動画公開中！

　市内の飲食店を掲載した「ひのうまいもん大図鑑」がリニューアルしました。
 今回も、公募市民15人が「グルメハンター」としてお店の取材、大図鑑の原稿や写真撮影、店
舗の紹介動画を作成しました。
　気になるお店のマル秘情報も掲載しています。冊子は手に取りや
すい大きさで、新規店舗も19店増え、計64店舗を掲載しています。
ぜひご活用ください。冊子は市役所、商工会など市内公共施設など
で配布予定です。

歳の鬼あし多摩川ランニング参加者募集

開催日 5/14㈰
対象 大会当日満18歳以上で、制限時
間（50㌔は7時間、20㌔は6時間）以
内に完走できる走力を有する方
定員 50㌔の部先着300人、20㌔の部先
着150人
参加費 50㌔の部…一般5,000円、市
民4,000円、20㌔の部…一般3,000円、
市民2,000円
その他 ①視覚障がいのある方で伴走
者の必要な方は伴走者と参加を（伴走
者の参加費は無料）②河川敷コース使
用のため車椅子での参加は不可
申込 12/1㈭～2/15㈬に右記の方法で
申し込み

　日野市は、「鬼あし」と呼ばれるほどの健脚であった土方歳三の生誕
地です。浅川、多摩川の河川敷サイクリングロードなど、比較的平坦な
コースですので、初心者からベテランまで、多くの皆さまの参加をお待
ちしています。 問 文化スポーツ課(☎514-8462)  

合唱部持ち物 上履き、靴を入れる
袋 問 田邊（☎090-4138-7502）

新米ママ・プレママのための
簡単クッキング講座（保育付）
日時 1/20㈮10:00～11:30(7月と同と
メニュー ) 会場 生活・保健センター
内容 手早く作れる子供の食事の調
理と試食・食生活の話 対象 乳幼児
の保護者、妊娠中で安定期の方
定員 申込制で先着24人 費用 200円
（材料費）その他 1歳6カ月以上の未
就園児先着20人の保育あり 申込
12/5㈪～1/18㈬に電子申請または電
話 問 健康課（☎581-4111）

①インターネット
・ランティスHP
・スポーツエントリーHP
②☎0570-550-846※平日10:00 ～17:30
③ FAX 0120-37-8434※ランニングマガジン
「クリール」申込用紙使用
④Famiポート（全国のファミリーマート内 
　設置）サービスメニューから

迷ったら
コレ！
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