
催 し
図書館おはなし会（₁₂月）

高幡図書館（☎59１︲7322）日程 7㈬・
21㈬多摩平図書館（☎583︲256１）日程
8㈭（ひよこタイム）・28㈬中央図書館

（ ☎586︲0584）日程 14㈬・22㈭ 平 山
図書館（☎59１︲7772）日程 15㈭（ひよ
こタイム）百草図書館（☎594︲4646）
日程 16㈮
いずれも 対象 0～2歳児、3歳～

未就学児、小学生以上のいずれか
その他 詳細は各館に問い合わせま
たは図書館HP参照

ベビーマッサージ～パパも
一緒にどうぞ

日時 12/11㈰15:00～16:15 対象 生後3
～ 5カ月児と保護者 定員 申込制で先
着12組※初めての方優先 申込 12/1
㈭9:30から電話 会場・問 地域子ど
も家庭支援センター万願寺（☎586-
1312）

スポーツ
平山台文化スポーツクラブから
　問 同クラブ(☎506-9979)

山歩き～奥多摩むかし道 日程 11/22
㈫ 集合 8:45ＪＲ立川駅青梅線ホーム
前寄り。8:56発の電車に乗車 コース
奥多摩駅～奥多摩湖～惣岳渓谷～白

お待たせしました　12/16（金）から営業再開！
八ケ岳高原大成荘
お待たせしました　12/16（金）から営業再開！
八ケ岳高原大成荘
　冬の清里では、樹氷や空中できらきら光るダイヤモンドダストが見ら
れることも。暖かな部屋とお風呂、美味しいお食事でお迎えします。

■4/28 ㈮まで「２名様ご宿泊大歓迎キャンペーン」
　お二人での利用も追加料金の加算なしでご宿泊いただけます。
　※休前日・年末年始を除く

■タクシー・レンタカー利用助成あり

日野市企業公社　　 http://www.kousha.jp/
　　　 八ヶ岳高原大成荘
　　　（フリーダイヤル0120-489-571※現地直通9:00～19:00）
申込・問

HP

七生緑小合唱団が4年連続金賞受賞
第83回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール

表紙
の人
10/9、「第83回NHK全国学校音楽コンクール全国
コンクール（小学校の部）」が、NHKホールで行わ
れ、七生緑小学校が見事4年連続4回目の金賞（全国
1位）に選ばれました。同校合唱団は、同コンクー
ル課題曲「ぼくらのエコー」、自由曲「未確認飛行
物体」などを熱唱し、たくさんの感動を与えまし
た。

　市民の皆さまに結果報告と合唱のお披露目を兼ね
て、コンサートを計画しています。
　お申し込みについては今後広報ひのでお知らせし
ます。どうぞご期待ください。

　　　　　　　　　　　　加藤敏行校長喜びの声
　全国の出場校898校の頂点。文字にするとほんの数文字
ですが、結果に結びつくまでの長い道のりは、努力また努
力の連続でした。しかもこれを４年間保ち続けることは、
想像を超える難しさがあったことを、私は間近で見て知っ
ています。
　明確に自らの課題をもち、負けない心で努力を積み重ね
てきた子供たち。そして子供たち一人ひとりの個性を磨
き、歌声を芸術の領域にまで高めた音楽指導者の卓越した
指導力と情熱。またいつも励まし、陰で支え続けた保護者
と日野市の地域の力。これらのどれか一つが欠けても、決
して成し得なかった快挙です。悠久の時の流れの中で、七
生緑小学校という学び舎で互いに出会えた奇跡に心から感
謝し、これからも仲睦まじく、次の目標に向かって前進し
続けてほしいと願っています。今後とも、皆さまの変わら
ぬ応援をよろしくお願いいたします。

全国コンクール金賞受賞報告会ミニコンサートを開催全国コンクール金賞受賞報告会ミニコンサートを開催

問企画経営課　代表☎

問学校課　代表☎

髭神社～奥多摩駅
ぶらり街歩き～武蔵野公園から深大
寺 日程 12/9㈮ 集合 11:00ＪＲ東小金
井駅南口改札
いずれも 費用 500円※交通費別途

申込 電話

はつらつウオーキング講習会
～小島善太郎記念館へ

日程 11/26㈯※雨天中止 集合 9:00
多摩川グラウンド多摩川管理棟前、
11:30同所解散 定員 申込制で先着20
人 費用 1,000円（保険料など）申込
11/18㈮～ 24㈭に電話 問 ㈱フクシ・
エンタープライズ（☎514-9178）

東部会館温水プールいきいき教室
 会場・問 同温水プール（☎583-5266）

無料水中ウオーキングアドバイス
日時 12/2㈮11:00 ～ 11:30※直接会場
へ 費用 入場料別途
無料スイミングアドバイス 日時
12/2㈮11:30 ～ 12:00※直接会場へ
費用 入場料別途
はじめての水中ウオーキング 日時
12/9㈮・16㈮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 12/1㈭までに電話

健康
地域介護予防活動支援事業～ス
トレッチ体操

日時 11/21㈪・28㈪10:00～11:30 会場
みなみが丘地区センター対象 65歳

以上の方 定員 申込制で先着30人
申込 電話 問 日野市社会福祉協議会
(☎584-1294)

60歳以上の男性対象～健康
体操講座

日時・会場 ①12/2㈮ ①9:20～10:20
南百草地区センター②11:30～12:30
新川辺地区センター③14:00～15:00
上田地区センター 講師 健康運動指
導士 対象 軽度の運動が耐えられる
60歳以上の市内在住の男性 定員 申
込制で各回先着20人 申込 11/16㈬か
ら電話 問 日野市企業公社(☎587-
6321)

健康づくり推進員第1グルー
プ～初冬の多摩丘陵ウオー
キングと工科大の学食の味
を楽しもう

日程 12/6㈫※雨天中止 集合 9:30京
王線長沼駅、14:00京王片倉駅解散
※直接集合場所へ コース 六社宮(受
付、体操)～白山神社～東京工科大
学～片倉城址公園(8㌔ ) 費用 100円

持ち物 飲み物、弁当(東京工科大学
の学食を利用可)、雨具、帽子、健
康保険証、会員証(お持ちの方) 問
健康課（☎581-4111）

からだ分析＆運動講習会～
運動前に体の自己分析して
みませんか？

日時 12/11㈰10:00～11:30 会場生活･
保健センター内健康サポートルー
ム輝 内容 体成分（筋肉・脂肪）測
定、簡易体力測定、運動に関する
指導 講師 サポートルーム輝スタッ
フ 対象 18歳以上の市民※サポート
ルームに登録のない方でも参加可
定員 申込制で先着20人 申込 11/17
㈭から電話 問 健康課(☎581-4111) 

趣味・教養
パソコン講習会(12月)

日時・内容 右表の通り 対象 ①以
外は文字入力ができる方定員 3人
から開催 その他 個人指導（1時間
1,500円､ 訪問2,500円）あり。応相
談 申込 11/22㈫（必着）までに〒191-
0011日野本町2-4-7日野市シルバー
人材センター PC教室係へはがき
で。希望講座名と番号、住所、氏

名、電話番号、OS（分かる方）を記
入 会場・問 シルバー人材センター
(☎581-8171）

サンクトペテルブルグ室内合奏
団による本格クラシック「クリス
マス／アヴェ・マリア」

日時 12/8㈭19:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）曲目 三大アヴェ・
マリア、Ｇ線上のアリアなど 入場料
4,500円※全席指定 チケット ひの煉瓦
ホール、七生公会堂で販売 問 光藍

社チケットセンター（☎050-3776-
6184）、市文化スポーツ課 代表☎

郷土資料館から
  会場・問 同館（☎592-0981）

企画展「日野の産業革命～レンガ・
ビール・養蚕」
大正5年、日野に電灯がともって

今年で100年。レンガ、ビール、養
蚕など日野の近代化を象徴する事物
を展示します。
会期 4/16㈰までの9:00～17:00※月曜
および年末年始休館。祝日の場合は
翌日休館
たきび祭前夜祭～たきびの詩人巽
聖歌・お話と朗読・歌の集い 日時
12/9㈮15:00～17:15 会場 旭が丘地区
センター 内容 お話「巽聖歌と教育
の詩人周

す

郷
ごう

博
ひろし

、朗読と歌「私の好き

な巽聖歌」※終了後キャンドルサー
ビスあり 出演 周郷文夫氏（周郷博
氏長男）、朗読の会うづき、ハピネ
ス39 定員 申込制で先着30人 申込
11/18㈮から電話
体験学習会～正月飾りを作ろう
日時 12/10㈯13:30～15:30 講師 わら
ぞうり保存会 定員 申込制で先着30
人 申込 11/18㈮から電話

赤レンガプロジェクト企画～家
の片隅で眠っているレコードや
オープンリールテープを再生

日時 12/16㈮・17㈯12:00～19:00 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）対応機器
カセットテープ、レコード、オープ
ンテープ※保存状況により再生で
きない場合あり 問 文化スポーツ課
代表☎

子供・保護者向け ※費用はテキスト代含む
番号・講座名 日　程 費　用

①パソコン入門
　・Word入門

１2/3～24の
毎週土曜日
１0:00～１2:00

各6,000円
②Word基礎・　
応用

１2/１0～１/１4の
毎週土曜日
１3:00～１5:00

※１2/3１、１/7を除く

③デジカメ入門 １2/9㈮・１6㈮
１0:00～１2:00 3,000円

催
し

催
し

広報　　　　第1387号 28.11.15 1819 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


