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費用 １人５００円（保険代）
申 NPO法人日野人・援農の会（佐藤
緯５８１－４４０７死t-satou@mail.hinoc
atv.ne.jp）へ電話または　メール　で。住
所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

①いっこく堂スーパーライブ 
 

日時 ４/１６㈯１４：００から
入場料 全席指定４,０００円
②美輪明宏～ロマンティック音楽会
 

日時 ６/１８㈯１８：００から
入場料 Ｓ席７,２００円、Ａ席５,４００円※
全席指定
　いずれも　会場　ひの煉瓦ホール（市
民会館）　チケット　ひの煉瓦ホール
（市民会館）、七生公会堂、労音府中セ
ンターで販売※②は３/１２㈯から　問　
東京労音府中センター（緯０４２－３３４
－８４７１）、市文化スポーツ課　代表緯
 

 

日時 ３/６㈰１０：００～１５：００
会場 生活・保健センター
内容 日本語教室に学ぶ外国人学習者
のスピーチ、外国人や会員によるパ
フォーマンスなど
費用 ５００円※中学生以上（昼食代含む）
問 日野市国際交流協会（緯５８６－
９５１１※日曜日を除く９：００～１７：００）
 

日時 ３/１２㈯１３：００～１６：００

日野市市民会館文化事業協会
共催事業

記念行事・フェスタ・複合イベント
国際交流フェスティバル

福祉のつどい～福祉の心を育み
地域福祉に貢献された方へ感謝

 

 

日時 ３/８㈫９：４０～１１：３０
対象 身体（車いす可）・知的・精神障
害のある市内在住者
会場・問 やまばと（緯５８２－３４００）
 

日時 ３/１０㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭圓窓一門会（六代目圓窓、
吉窓、窓里、萬窓、窓輝）
定員 先着３００人
費用 ５００円
チケット 七生公会堂、ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）で販売中
その他 ３年間の演目帳（写し）を全員
に贈呈
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

　スポーツ系（ヨガ、ピラティス、
フラダンス・太極拳など）、カルチャ
ー系（アロマテラピー、筆ペン字な
ど）全６８教室の参加者募集とワンコ
イン体験キャンペーンを実施中。詳
細は問い合わせを
期間 ３/１１㈮まで
問 同ホール（緯５８４－２５５５）
 

 

日時 ３/１２㈯１０：３０～１１：３０
出演 宮川清蔵氏（天然理心流宗家）、
井上雅雄氏（井上源三郎子孫）、天然
理心流道場勇武館日野道場の皆さま
費用 入館料２００円※小・中学生５０円
会場・問 同館（緯５８３－５１００）

趣味・教養
地域活動支援センターやまば
と～映画鑑賞会「名探偵コナ
ン１１人目のストライカー」

七生亭「かわせみ寄席」特別公演～
大いに笑って福を呼びましょう

市民の森ふれあいホール～スポー
ツ＆カルチャー教室（４～６月）参
加者募集・体験キャンペーン

新選組のふるさと歴史館～天
然理心流剣術演武

 

日時 ３/１２㈯１０：００～１２：００
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 土づくり、苗選びなど
講師 JA東京みなみ、農業者、NPO
法人日野人・援農の会
定員 申込制で先着２０人
申 NPO法人日野人・援農の会（佐藤
緯５８１－４４０７死t-satou@mail.hinoc
atv.ne.jp）へ電話または　メール　で。住
所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

日時・出演 ３/１２㈯…小林浩子氏、２６
㈯…阿部玲子氏（連弾）。いずれも
１２：３０～１３：００
問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

　市内の四季折々の風景などを写し
た力作から、日野を再発見できるか
もしれません。
期間 ３/１２㈯～３０㈬
会場 市役所１階市民ホール
問 日野市観光協会（緯５８６－８８０８）
 

日時 ３/２６㈯１７：３０～２０：００
会場 日野宿本陣
出演 三遊亭圓窓、三遊亭窓輝、仕方
っ子連の皆さまなど
対象 中学生以上
定員 申込制で先着５０人
費用 ７００円※中学生は５５０円
申 ３/２５㈮までに電話
問 新選組のふるさと歴史館（緯５８３
－５１００）
 

日時 ３/２６㈯、４/２３㈯、５/２８㈯、６
/１８㈯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第
一交流農園
内容 ジャガイモ、葉物野菜の栽培な

ど

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

野菜づくり何でも相談会

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

伸びゆく日野市写真コンクー
ル～入賞作品展示

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の寄席

交流農園「市民親子野菜塾」

催催催 ししし

催
し

催
し

任講師）
定員 申込制で先着５０人
その他 申込制で１歳～未就学児先着
５人の保育あり
申 ３/３㈭９：００から発達支援課（死
hattatsu@city.hino.lg.jp）へ電話
または　メール　で。氏名、電話番号を
記入
問 発達支援課（緯５８９－８８７７）
 

日時 ３/２８㈪１０：００～１５：００
会場 明星大学（程久保）
内容 ライントレースロボットの仕組
み、トレースプログラムの原理、プ
ログラム作成法、マイクロマウス大
会について
講師 飯島純一氏（明星大学教授）、川
原万人氏（同大学准教授）
対象 小学５年～中学生
定員 申込制で先着２０人
申 日野市商工会（思５８６－６０６３死r.i 
keda@shokokai-tokyo.or.jp）へ
電話、ＦＡＸまたは　メール　で。住所、
氏名、学年、電話番号を記入
問 日野市商工会（緯５８１－３６６６）
 

　学校とは一味違い、近所の方々が
子供たちの学びの場を提供します。
日程 ４～９月の毎月第２・第４土曜
日９：００～１２：００
会場 七生中など
対象・定員・費用　下表の通り
申 ３/１１㈮（必着）までに〒１９１－
８６８６日野市生涯学習課ななお「土曜
のひろば」遊学会係へ　往復はがき　で。往
信用裏面に住所、氏名（ふりがな）、
保護者氏名、講座名、学校名、新学
年、電話番号を、返信用表面に住所、
氏名を記入
問 生涯学習課　代表緯
 

ロボットプログラム教室

ななお「土曜のひろば」遊学
講座～前期受講生募集

定員対象保険料初回費用講座名

４人新小学
３年生

５３０円
※宿泊分
含む

約４,５００円
（宿泊費の
一部）

自然観察
科学

５人
新小学
４年～
新中学
生

３３０円

約４,５００円
（材料費）

木工工作

７人
新小学
５年～
新中学
生

初歩の電
子工作

１０人
新小学
３～６
年生

交通費などふるさと
探検

会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 三沢中合唱部＆吹奏楽部、八小
音楽クラブ、明星大学混声合唱団、
民生児童委員合唱団「かしの木」、あ
おいとり日野、老人クラブ連合会
問 日野市社会福祉協議会（緯５８２－
２３１９）
 

日時 ３/２６㈯１５：００～１６：００（予定）※
雨天中止
会場 日野中央公園
定員 申込制で先着７人
申 ３/３㈭８：３０から電話
問 日野市環境緑化協会（緯５８５－
４７４０）
 

 

第１グループ「みんなで楽しく健康
づくり～早春の浅川土手と小宮公園
巡り」 
日程 ３/１５㈫※雨天中止　集合　９：３０
京王八王子駅西口改札口外※直接集
合場所へ、１３：３０大島神社解散　コース
船森公園～大和田橋～小宮公園～浅
川大橋（６.５㌔）　費用　１００円　持ち物　飲
み物、雨具、帽子、敷き物、健康保
険証、会員証（お持ちの方）
第２グループ「高尾山麓からめじろ
台駅までのウオーキング」 
日程 ３/１７㈭※雨天中止　集合　１０：００
高尾駅南口改札集合※直接集合場所
へ、１２：３０京王線めじろ台駅解散　 
コース　丘陵および市外（７㌔、約３時
間）　費用　１００円　持ち物　飲み物、雨具、
帽子、敷き物、健康保険証　その他　少
しきつい登り坂があるため、お持ち
の方はストックなど持参を
第３グループ「笑って元気に！健康
づくりの一里塚！」 
日時 ３/１４㈪１３：３０～１５：３０　会場　大坂
上３丁目都営集会室※直接会場へ 
内容　健康体操、歌など　講師　日野市
健康体操サポーターなど　費用　１００円
持ち物　飲み物、タオル、室内履き
第４グループ活動｢今日も明日も元
気かい～『さやま花多来里の郷』へ
群生する２０万株のカタクリを見に歩
きます」 
日程 ３/２２㈫※雨天中止　集合　９：２０

スプリングフェスタひの～カ
ラオケ参加者募集

健　康
健康づくり推進員から
問　健康課（緯５８１－４１１１）

京王線高幡不動駅改札前集合※直接
集合場所へ、１４：３０青梅線羽村駅東
口解散　コース　八高線箱根ヶ崎駅東
口～群生地～狭山池公園～松原中央
公園（昼食）～江戸街道公園～羽村
市動物公園（入園）～五ノ神社（７
キロ）　費用　入園料３００円（６５歳以上
１００円、７５歳以上無料）※交通費別途
　持ち物　弁当、飲み物、雨具、帽子、
敷き物、健康保険証
 

 

中央図書館（緯５８６－０５８４） 
日程 ３/９㈬・２４㈭
多摩平図書館（緯５８３－２５６１） 
日程 ３/１０㈭・２３㈬
高幡図書館（緯５９１－７３２２） 
日程 ３/１６㈬
平山図書館（緯５９１－７７７２） 
日程 ３/１７㈭
百草図書館（緯５９４－４６４６） 
日程 ３/２５㈮
　いずれも　対象・内容　０～２歳児…
おはなし会とおみやげの配布、３歳
～未就学児・小学生以上…工作など　
その他　詳細は各館に問い合わせまた
は図書館 を参照
 

日時 ３/１２㈯１５：００～１６：３０
会場 地域子ども家庭支援センター多
摩平※直接会場へ
問 同センター万願寺（緯５８６－１３１２）
 

日時 ３/１３㈰１５：００～１６：３０
対象 ３～５カ月児と保護者※初めて
の方優先
定員 申込制で先着１２組
申 ３/３㈭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（緯５８６－１３１２）
 

日時 ３/２７㈰１４：００～１６：００
会場 エール（発達・教育支援センタ
ー）
講師 遠藤愛氏（星美学園短期大学専

子供・保護者向け
図書館おたのしみ会

　
HP

みんなで話そう！シングルママ・
パパの集い～お子さまも一緒に

ベビーマッサージ～パパもご
一緒にどうぞ

発達支援講演会「子どもの行
動の理解～行動観察から支援
を考える」


