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催
し

作品出展者募集　内容　平面作品７５センチ　 
×６３センチ　 以内（額含む。立体は要相
談）。１人１点、１グループ１０点以
内　申　１０/２５㈰までに作品種類、出展
数、連絡先を電話　問　ヒール・アート
（同病院美術作品展示ボランティア
団体）事務局（早津緯０９０－６７１３－
４８９７）
 

日時 １０/２９㈭１４：００～１６：００
会場 福祉支援センター
講師 川端伸子氏（（公社）あい権利擁
護支援ネット理事）
申 １０/２６㈪までに日野市社会福祉協
議会（思５９１－１５７３死sanka005@hi 
nosuke.org）へFAXまたは　メール　で。
研修名、氏名、電話番号を記入
問 同協会（緯５９１－１５６７）

ヘルパーのための高齢者虐待防止・対応
研修～身近な立場だからこそできること

内容 式典、歌謡ショー、警視庁音楽
隊の演奏、カラーガード隊の演技な

ど

問 日野警察署（緯５８６－０１１０）
 

日時 １０/１３㈫９：４５～１１：３０
対象 身体（車いす可）・知的・精神障
害のある市内在住者とボランティア
申 １０/１２㈷までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 １０/１７㈯１０：００～１４：００※小雨実施
会場 リサイクル事務所（万願寺）
内容 家具、手芸品、食べ物コーナーな

ど

問 同事務所（緯５８１－５９６０）
 

日時 １０/１７㈯１３：３０～１６：００
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
定員 申込制で先着１０人
申 電話
問 ＮＰＯ法人めぐみ（山本緯０９０－
３２３７－０１５９）
 

日程 １０/２４㈯
集合 ９：３０生活・保健センター、１５：００
解散
内容 里山の生態系の学習と公園や雑
木林の植物観察
講師 倉本宣氏（明治大学農学部教
授）な

ど

申 １０/３㈯から電話
問 環境情報センター（かわせみ館）
（緯５８１－１１６４）
 

 

日時 １０/８㈭１８：３０～２０：３０
出演 六代目三遊亭圓窓、三遊亭窓里
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 七生公会堂、ひの煉瓦ホール（市
民会館）で販売中
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時 １０/６㈫・７㈬１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター

地域活動支援センターやまばと～
映画鑑賞会「シュガー・ラッシュ」

リサイクルフェア

日野産大豆プロジェクト～「百
草食品」による豆腐づくり体験

みんなの環境セミナー～里山づくり

趣味・教養
七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう！

日野産農産物を使った手作りパン教室

メニュー パンプキンブレッド、手ご
ねパン
定員 申込制で各日先着１０人
費用 ２,０００円
申 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
問 産業振興課　代表緯
 

日時・出演 １０/１０㈯…市之瀬允氏、２４
㈯…エア・ベルーガ。いずれも１２：３０
～１３：００
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 １０/１０㈯～平成２８年１/１１㈷９：
００～１７：００※１０/１２㈷、１１/２３㈷は開
館、１０/１３㈫、１１/２４㈫は休館
会場・問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

日時 １０/１８㈰９：００～１２：００
内容 心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法な

ど

定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 １０/３㈯から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 １０/２０㈫１４：００～１５：３０
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 高齢福祉課　代表緯
 

日時 １０/２４㈯１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
講師 吉川しおり氏（レジリエンスフ
ァシリテーター養成講座修了）など
費用 ５００円（資料代）
その他 １歳６カ月～未就学児の保育
あ
り※１０/１４㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

作品展　日程１２/３㈭から６カ月※搬
出入は出展者

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

平和の尊さを語り継ぐまち～
戦後７０年平和展

普通救命講習

日野市老人クラブ連合会～元気
に楽しく童謡・唱歌を歌おう会

女性限定講座「ＤＶ・いじめなど
トラウマからの回復を目指して
～人との関係・境界線」

市立病院内美術作品展示～作品募集

催
し

 

ハンドロウル大会　日時　１０/２４㈯９：００
～１２：００　費用　５００円
ラテン系フィットネス～ズンバ教室
▶ズンバキッズ　日時　第１・第３日曜
日１３：３０～１４：３０　対象小学生　費用　２００
円※会員１００円▶親子ズンバ　日時　毎
週金曜日１５：３０～１６：３０　対象　未就学
児親子　費用　１組５００円
 

 

日時 １０/８㈭・２２㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階正面玄関付近
問 産業振興課　代表緯
 

資源回収（びん・缶・新聞紙・雑誌・
古布・段ボール・牛乳パック・ペッ
トボトル）日時８㈭・２２㈭１３：００～１５：
００　問　市民自治学園ＯＢ会（緯５９２－
１２５８）
手作り石けん販売　日時　８㈭１３：００～
１４：００　問　第 一 生 活 学 校（緯５８１－
０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

 

日時 １０/１６㈮１４：００～１６：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ。手話通訳あ

り

定員 先着２００人
問 選挙管理委員会事務局　代表緯
 

日時 １０/１０㈯１３：００～１５：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ

平山台文化スポーツクラブから
いずれも　会場　平山台健康・市民支
援センター　申　電話　問　同クラブ（緯
５０６－９９７９）

生活・環境
農あるまち日野「みのり 處 」

どころ

～市役所１階で出張販売

リサイクル情報（１０月）

直木賞作家・志茂田景樹氏講演
会～教育と政治をもっと楽しも
う「みんなが政治家だ」

秋の地域安全市民のつどい

 

 

日程 １０/１０㈯※小雨実施
集合 ８：３０東光寺小※直接集合場所へ
コース 多摩川土手→粟の須みどりの
広場→新町四丁目芋畑→三小
費用 ３００円（軽食、芋掘り、保険代な

ど）
問 奥住（緯５８３－１９４４）
 

日時 １０/１７㈯１０：００～１５：００
会場 明星大学（程久保）
内容 CADソフトの基礎、３Ｄプリ
ンターによる造形
講師 川原万人氏（明星大学准教授）
対象 小学５年～中学生と保護者
定員 申込制で先着１０組
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 同会（緯５８１－３６６６）
 

日時 ①１１/６㈮②２０㈮１０：００～１１：３０
会場 生活・保健センター
内容 子供の食事の調理と試食・食生
活の話※両日とも同じメニュー
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
着順２０人の保育あ

り

申 １０/５㈪～①１１/４㈬②１１/１８㈬ま
でに電子申請または電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

初心者のためのドル平子ども水泳教
室　日程　①１１/４～１２/９の毎週水曜
日②１１/５～１２/１０の毎週木曜日※い
ずれもⒶ１６：００～１７：００Ⓑ１７：００～１８：
００　対象　泳げない小学生　定員　ⒶⒷ各
１５人※申込多数の場合は抽選。

子供・保護者向け
大坂上中地区青少年育成会～
ふれあいハイク

３Ｄプリンター活用教室

新米ママ・プレママのための
簡単クッキング講座（保育付）

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（緯５８３－５２６６）

１０/２０㈫以降に通知　費用　９,０００円※
入場料別途　申　１０/１２㈷（必着）までに
〒１９１－００２１石田１－１１－１東部会
館温水プールへ　はがき　で。住所、氏名、
電話番号、希望曜日・時間、学校名、学
年、泳力を記入はじめての水中ウオ
ーキング　日時　１０/１６㈮・２３㈮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　１０/９㈮ま
でに電話
 

ちょこっとウオーキング～倉沢ウオ
ーキング　日程　１０/１８㈰　集合　９：００～
９：３０百草園駅南口※直接集合場所
へ。受付後随時出発　コース　六地蔵
→百草園→一ノ宮（４㌔）　持ち物　雨
具、飲み物
障害者スポーツ体験教室　日時　１０/２７
㈫１４：００～１６：００　会場市民の森ふれあ
いホール　講師　東京ヴェルディ　対象　
自力で通える小学生以上の市内在
住・在勤・在学者　定員　当日先着２０人
市民バスハイキング～三保の松原ウ
オーキング　日程　１０/３１㈯　コース　御穂
神社→羽衣の松→清水灯台→真崎灯
台→三保水族館（６㌔）　定員　４７人※
申込多数の場合は抽選　費用　３,５００円　
申　１０/８㈭９：３０に参加費を持参し
市民の森ふれあいホールへ※１人で
２人まで申し込み可。１０：００から抽選
 

インディアカ競技　日時　１０/２５㈰９：
００から　会場　南平体育館　種目　女子の
部、混合の部※１チーム４～８人　対
象　小学生高学年以上の市内在住・在
勤・在学者、協会員　費用　５００円※
１０/１０㈯１９：００から南平駅西交流セン
ターで開催する主将会議で徴収　問　
日野市インディアカ協会（新谷緯５８６
－１３６８）
少林寺拳法演武　日時　１１/８㈰１３：００
～１６：００　会場　市民の森ふれあいホー
ル　種目　組演武、単独演武　対象　小学
生以上の市内在住・在勤・在学者費用
１,０００円※小学生５００円。当日徴収　申　
１０/１０㈯までに申込書（文化スポーツ
課などにあ

り）を〒１９１－００１１日野本町
７－１２－１市民陸上競技場内日野市
体育協会事務局へ郵送または持参
問 日野市少林寺拳法連盟事務局（北
島緯５８７－２２５５）

文化スポーツ課から
いずれも　問　文化スポーツ課　代表緯

市民体育大会

催催催 ししし

第２グループ～横沢入里山、大悲願寺、
岩走神社ウオーキング（７㌔３時間）　
日程　１０/１５㈭※雨天中止　集合　１０：００JR
五日市線武蔵五日市駅改札、１４：３０武蔵
増戸駅解散※直接集合場所へ　費用　１００
円　持ち物　弁当、飲み物、帽子、健康保
険証
第３グループ～笑って元気に！健康づ
くりの一里塚！　日時　１０/１９㈪１３：３０～
１５：３０　会場　新町交流センター※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
第４グループ～今日も明日も元気か
い・ウオーキング　日程　１０/２７㈫※雨天
中止　集合　１０：００JR中央線国分寺駅南
口、１４：００京王線府中駅解散※直接集
合場所へ　コース　不動橋→お鷹の道→
真姿の池→湧水園→武蔵国分寺跡→黒
鐘公園（７㌔ ４時間）　費用　１００円（湧水
園入園料）　持ち物　弁当、飲み物、敷物、
帽子、タオル、雨具、健康保険証な

ど

ウオーキンググループ～高幡・南平用
水を歩く　日程　１０/１４㈬※雨天中止　集合
９：３０福祉支援センター、１１：３０南平丘陵
公園解散※直接集合場所へ　コース　向
島用水親水路→高幡用水→八坂神社→
南平用水→南平体育館（４キ

ロ２時間）　
費用　１００円　持ち物　飲み物、帽子、雨具、
健康保険証

健康づくり推進員から
問　健康課（緯５８１－４１１１）


