
催 し 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できる小学生
以上の市内在住・在勤・在学者
定員20人
問 文化スポーツ課 代表☎

カーリングを床上で行う屋内
スポーツ～ハンドロウル教室

日時 8/9㈫・23㈫14:00～16:00
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15人
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課 代表☎

スポーツ課、南平体育館にあり）を
日野市少年バスケットボール連盟藤
井へ提出問 藤井（☎080-3428-9050）

平山台文化スポーツクラブから
会場 平山台健康・市民支援センター
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）

護身合気道　　　　　　　　　　　
日時 8月からの毎週土曜日13:30～
15:30 費用 300円※会員150円
ソフトエアロビクス　　　　　　　
日時 8月からの毎週金曜日14:00～
15:30 費用 500円※会員250円

障害者スポーツ体験教室
日時・内容 8/23㈫…室内サッカーな
ど、30㈫…フロアホッケーなど、い
ずれも14:00～16:00

大人の水泳教室日時 8/3～31の毎週
水曜・土曜日12:30～13:30 対象 18歳
以上の方 定員 10人 費用 5回5,400円
のチケット購入制※入場料別途

ちょこっとウオーキング～ブ
ルーベリー狩りウオーキング

日程 8/7㈰※小雨実施
集合 9:00～9:30にイオンモール多摩
平の森前広場集合※直接集合場所
へ。受付後随時出発
コース 野鳥の森公園～日清園(ブル
ーベリー狩り)～日野中央公園（約3キ　

　ロ）
持ち物 雨具、飲み物
問 文化スポーツ課 代表☎

市民体育大会
硬式卓球競技　　　　　　　　　　
日時 9/22㈷9:00から会場 市民の森ふ
れあいホール種目 一般（年齢制限な
し）、50・60・70歳以上、高校生以下、
中学生以下の各男・女、初心者シン
グルス（男女区別なし）、混合ダブル
ス（2人の年齢の合計が120歳未満、
120歳以上、140歳以上）※混合ダブ
ルスを除き1人1種目対象 市内在住・
在勤・在学者費用 シングルス500円

（中学生以下200円）、ダブルス1組
1,000円※詳細は要項（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）参照申込
8/23㈫（必着）までに〒191-0062多摩
平3-18-4帝人多摩アパート235斎藤
へ要項に添付の申込書を郵送問 斎
藤（☎080-4452-4870）
バスケットボール競技　　　　　　
日程 9/25㈰～11/3㈷ 会場 市民の森
ふれあいホール、南平体育館など
対象 市内在住・在勤・在学者で構成
されたチーム費用 1チーム7,000円※
9/17㈯の代表者会議で徴収 申込
8/26㈮までに〒191－0011日野本町
7-12-1市民陸上競技場内日野市体育
協会事務局日野市バスケットボール
連盟（ hinobb2007@yahoo.
co.jp）へ申込書（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）を郵送または
メール �問 同事務局（☎582-5770）
ミニバスケットボール競技　　　　
日程 10/10㈷ 会場 市内小学校 対象
市内在住・在学の小学生で構成され
たチーム※原則選手10人以上申込
9/17㈯までに申込書（市役所3階文化

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 8/13㈯…橋場千枝氏（ピア
ノ）、27㈯米山久美子氏（ピアノ）、
小沢秀平氏（フルート）。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」～第1作
日時 8/11㈷18:30から
出演 マドンナ役・光本幸子
定員 当日先着300人
費用 100円
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

菊苗（ポットマム・スプレー菊）
の無料配布

日時 8/20㈯9:30から※雨天実施
会場・定員 日野市環境緑化協会前（日
野中央公園南側）…先着150人、Ｊ
Ａ東京みなみ七生支店…先着100人、
ＪＡ東京みなみ平山農産物直売所…
先着125人、旭が丘中央公園…先着
100人、市民陸上競技場…先着75人
問 日野市環境緑化協会（☎585-4740）

はじまりの読書会2016
　各回一冊の本を事前に読み、参加
者同士で感想を交換し合うことで、
ひとりでは気付かなかった作品の新
たな魅力に気付きます。
日程・作品 下表の通り

時間 10:30～12:30
会場 高幡図書館
講師 青木笙

しょうこ
子氏（読書会ナビゲータ

ー）
対象 原則全6回参加できる市内在
住・在勤・在学者
定員 15人※申込多数の場合は抽選。

初めての方優先
申込 8/3㈬～17㈬に電話
問 中央図書館（☎586-0584）

小島善太郎百草画荘で夏休み
デッサン教室（初心者向け）

　洋画家小島善太郎の息づかいを感
じながらデッサンをしてみませんか。
小島善太郎ボランティアスタッフが指
導します。
日時 8/22㈪・23㈫13:30～16:00
会場 小島善太郎百草画荘
定員 申込制で各日先着10人
持ち物 鉛筆、絵具、クレヨン、画用
紙など
申込 8/19㈮までに電話
問 文化スポーツ課 代表☎

子供・保護者向け
夏休み食育イベント～親子で
チャレンジ！豆腐作り体験

日時 8/30㈫10:00～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
講師 小田仁志氏（豆腐屋「百草食品」
店主）
対象 市内在住の小学生と保護者
定員 申込制で先着10組20人
費用 1組500円
申込 8/3㈬9:00から電話
問都市農業振興課 代表☎

交流農園～市民親子野菜塾

日時 9/4㈰、10/2㈰、11/6㈰、12/4
㈰10:00～12:00※天候により日程変
更あり
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 大根、白菜などの野菜の栽培
講師 ＮＰＯ法人日野人・援農の会
対象 小学生低学年と保護者
定員 申込制で先着10組
費用 1人500円（保険料）
申込 ＮＰＯ法人日野人・援農の会・
佐藤(☎581-4407 t-satou@jcom.
zaq.ne.jp)へ電話またはメールで。

住所、氏名、電話番号を記入
問都市農業振興課 代表☎

子供写生画コンクール～「多摩動
物公園の生き物たち」作品募集

　11月に園内に作品を展示。入選者
は11/3㈷に表彰式参加。詳 細は
TOKYO�ZOO�NET HP参照。
申込 8/30㈫までに同園正門前受付
で配布する画用紙を使用し、提出※
画板、クレヨン貸し出しあり
問多摩動物公園教育普及係（☎591-
1611）

0歳児ステーションおむすび10
周年記念～おむすびカーニバル

日時 9/11㈰10:00～12:00
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ママと赤ちゃんでフラダンス体
験、パパ講座、親子一緒にミニ運動会
対象 0歳児とママとパパ
定員 申込制で先着15組
費用 1,000円
申込 8/1㈪から電話
問 0歳児ステーションおむすび（☎
599-7091）

新米ママ・プレママのための簡
単クッキング講座（保育付き）

日時 9/13㈫10:00～11:30
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）
持ち物 エプロン、三角巾、清潔なふ
きん2枚
その他 申込制で1歳6カ月以上の未就
園児先着20人の保育あり
申込 8/3㈬～9/9㈮に電子申請または
電話
問健康課（☎581-4111）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室

会場・問 同プール（☎583-5266）

ラクに泳ごう！背泳ぎ&バタフライ
日時 8/25㈭～27㈯18:00～19:00 対象
50㍍以上泳げる小学生定員 申込制
で先着7人費用 4,500円※入場料別途
申込 8/3㈬～17㈬に電話

　子供の体力向上、市民の健康増進のため、
市民の森ふれあいホールなどで実施してい
る日野スポーツスクールの平成29年3月ま
での参加者を追加募集します。
日時・種目・対象・定員 下表の通り
会場 市民の森ふれあいホール
※ジョギンク（陸上）は市民陸上競技場
教室参加費 （1回）200円※中学生以下、65
歳以上の方100円
保険料 1,850円※中学生以下1,450円、65
歳以上の方1,200円
申込 8/21㈰（必着）までに〒191-0011日
野本町7-12-1市民陸上競技場内日野市
体育協会へ往復はがき で。往信用裏面に希望
種目、住所、氏名、年齢、性別を、返信用表面に住所、氏名を記入※申込多数
の場合は抽選。当選者は9/10㈯までに所定の用紙に必要事項を記入し、日野
市体育協会へ保険料を添えて申し込み。中学生以下の方は保護者の同意（押
印）が必要
問 文化スポーツ課 代表☎

種目 実施日時※2 対象※3 定員
ジョギング（陸上） 月曜日 18:30～19:30 中 学 生 以 上 30人
少 林 寺 拳 法 ※1 水曜日

18:00～20:00

小 学 生 以 上 20人
ボ ク シ ン グ 木曜日 小学４年生以上 15人
ビ ー チ ボ ー ル

金曜日
小・ 中 学 生 15人

剣　　 道 ※1

小 学 生 以 上

5人
空 手 道 ※1

土曜日
50人

テ コ ン ド ー ※1 18人
バ レ ー ボ ー ル 7人

日程 作品（著者）
9/16（金） 忍ぶ川（三浦哲郎）
10/21（金） ポトスライムの舟(津村記久子)
11/18（金） 熊の敷石(堀江敏幸)
平成29年

１/20（金） 猛スピードで母は(長嶋有)

2/17（金） ダイヤモンドダスト(南木佳士)
3/17（金） ひとり日和(青山七恵)

※1 保護者同伴で幼児の参加可  ※2 年末年始や大会開催時などを除く※3 市内在住・在勤・在学者対象

目指せ未来のアスリート!
日野スポーツスクール参加者追加募集

催
し
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し

広報　　　　第1380号　28.8.1 1617 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


