
催 し
生活・環境

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売

日時 3/8㈭・22㈭12:00～13:00 会場 
市役所1階正面玄関付近 問 都市農業
振興課（☎514-8447）

日野産農産物を使った手作り
パン教室

日時 3/12㈪・13㈫10:30～13:30 会場 
七ツ塚ファーマーズセンタ－ 内容 
揚げドーナツ・焼きドーナツなど 
定員 申 込 制 で 各 日 先 着10人 費用 
2,300円 申込 竹内（☎090-7284-1947）
へ電話 問 都市農業振興課（☎514-
8447）

手作り石けん販売
日時 3/8㈭13:00～14:00※完売次第終
了。降雪・残雪の場合中止 会場 生活・
保健センター前庭 問 第一生活学校

（☎581-0265）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

日時 3/14㈬14:00～15:30 会場 イオン
モール多摩平の森※直接会場へ 内容
ダンボールコンポスト紹介、使い方
の実演 問 ごみゼロ推進課（☎581-0
444）

ひの市民リサイクルショップ
回転市場出張キャンペーン開催

　“物を大切に！”リサイクルのた
め、ご家庭で眠っている衣類などを
ぜひ回転市場へご提供ください。
日時 3/17㈯9:30～14:00 会場 平山交
流センター 内容 中古衣類、着物、
陶磁器、雑貨 問 ひの市民リサイク
ルショップ回転市場万願寺店（☎58
7-1781） 

野菜づくり何でも相談会
日時 3/17㈯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、
市内農業者、日野人・援農の会 定員
申込制で先着20人 申込 3/13㈫まで
に日野人・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

（☎514-8447）

普通救命講習
日時 3/18㈰9:00～12:00 会場 日野消
防署 内容 心肺蘇生、AEDの使用方
法、窒息の手当、止血の方法など 
定員 申込制で先着10人 費用 1,400円

（テキスト代）申込 3/5㈪から電話 問
日野消防署（☎581-0119）

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

日時 3/11㈰10:00～15:00 会場 生活・
保健センター 内容 日本語教室で学
ぶ外国人会員によるスピーチ、防災
をテーマにしたトークセッション、
外国人会員などによるバンド演奏※
軽食も用意 費用 中学生以上500円 
問 日野市国際交流協会（☎586-9511）

スプリングフェスタひの～カ
ラオケ参加者募集

日時 3/31㈯15:00～16:00※雨天中止 
会場 日野中央公園 定員 申込制で先
着若干人 申込 3/5㈪8:30から電話 問

（公財）日野市環境緑化協会（☎585-
4740）

趣味・教養
わくわく・まったり～豊田の
魅力写真展

　中央線豊田駅を境に北と南で、地
形・歴史・まちなみの違いが魅力の
豊田周辺の写真展です。
　市民、実践女子大生がブラブラ歩
いて分かった魅力を写真でご紹介し
ます。
日時 3/6㈫～12㈪10:00～22:00 会場 
イオンモール多摩平の森2階 主催 二
中地区ブランニング!!!（二中地区ア

クションプラン実行委員会）問 地域
協働課（☎581-4112）

障害者のためのイベント～映
画鑑賞会「ライオンキング」

日時 3/7㈬13:20～15:00 対象 身体（車
いす可）・知的障害の方、ボランティ
ア 定員 申込制で先着30人 申込 3/1㈭
～6㈫に電話※土曜・日曜日を除く
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（☎582-3400）

ひの煉瓦ホール（市民会館）から
会場・問 同ホール（☎585-2011）

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 3/10㈯ … 橋 本 あ ゆ み 氏

（バイオリン）、三浦彩加氏（ピアノ）
24㈯…村山友紀奈氏（ピアノ）。いず
れも12:30～13:00 
夢みるピアニスト参加者募集～大
ホールのスタインウェイを弾いて
みませんか
　詳細はひの煉瓦ホール HP をご覧
ください。
日時 大ホールの利用がない日（原則
月2日）の9:00～21:00のうち1時間単
位で上限2時間まで 料金 1時間2,000
円 申込 毎月第1営業日9:00から電話

七生公会堂ホワイエライブ
日時 3/14㈬15:00～16:00 出演 中村春
美氏（ピアノ）定員 先着50人 会場・問
七生公会堂（☎593-2911）

第51回伸びゆく日野市写真コ
ンクール入賞作品を展示

　今年もアマチュア写真家の皆さま
が撮った市内の四季折々の自然、行
事、街の風景などを展示します。
日程 3/14㈬～28㈬ 会場 京王線高幡
不動駅南北自由通路 問 日野市観光
協会（☎586-8808）

七生公会堂かわせみ寄席～古
今亭志ん朝名演映像上映

日時 3/28㈬15:00～16:00 定員 先着50
人 会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

女性限定傷ついた心の回復を
目指す講座「自尊心」

日時 3/17㈯13:30～16:30 会場 多摩平
の森ふれあい館※直接会場へ 講師 

Shiori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～未就学児の
保育あり。手話通訳あり。3/7㈬ま
でに電話、FAXで申し込み 問 男女
平等課（☎584-2733 FAX 584-2748）

(社福)おおぞらつばさ「とう
げい教室」

日時 3/18㈰10:00～11:00 内容 湯呑み
または茶碗づくり 講師 西村圭介氏

（陶芸家）対象 日野市・八王子市の
方※小学生以下は保護者同伴 定員
申 込 制 で 先 着15人 費用 500円 申込
3/1㈭～12㈪17:00に つ ば さ（ to-
gei@oozola.org）へ電話またはメ
ール 会場・問 つばさ（☎582-3434）

ビジネスセミナー＠PlanT
日時 3/24㈯14:00～17:00 会場 PlanT

（多摩平の森産業連携センター） 
内容 AI・ロボットを活用した今後
のビジネスの可能性を探る 講師 久
保田直行氏（首都大学東京システム
デザイン学部教授）、武居直行氏（同
大准教授） 対象 創業者または事業を
検討している方 定員 申込制で先
着30人 その他 1歳～ 未 就 学 児 の
保育あり。3/8㈭までに申し込み
申込 産業振興課（ FAX 583-4483 sa
ngyo@city.hino.lg.jp）へ電話、FAX
またはメールで。住所、氏名、電話
番号を記入 問 産業振興課（☎514-
8442）

日野宿発見隊まち歩き会～日
野宿周辺の野草を探しに

日程 3/26㈪ 集合 9:30日 野 図 書 館、
12:00同所解散 対象 小3以下は保護
者同伴 定員 申込制で先着10人 申込
3/8㈭～22㈭に電話 問 日野図書館

（☎584-0467）

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の寄席

　江戸のお座敷寄席の雰囲気を味わ
ってみませんか。
日時 3/17㈯17:30～20:00 会場 日野宿
本陣 出演 三遊亭圓窓（落語）、仕方
っ子連の皆さま（落語）など 対象 中
学生以上の方 定員 申込制で先着50
人 費用 700円※中学生は550円 申込
3/6㈫～16㈮に電話 その他 3/17㈯は

同講座開催のため閉館時間を15:00
に変更します 問 新選組のふるさと
歴史館（☎583-5100）

天然理心流剣術演武
　幕末の日野で普及し、近藤勇たち
新選組隊士が習得した天然理心流剣
術。かつて近藤勇、土方歳三、沖田
総司、井上源三郎らが修練を積んだ
佐藤道場の跡地である日野宿本陣前
駐車場で演武を開催します。
日時 3/24㈯14:00～15:00 会場 日野宿
本陣前駐車場※雨天の場合は日野宿
交流館 出演 井上雅雄氏（井上源三郎
子孫）、天然理心流日野道場の皆さ
ま 問 新選組のふるさと歴史館（☎
583-5100）

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

ピックルボール体験教室
日時 3/7㈬・14㈬・28㈬15:30～18:00 
講師 小川英一郎氏（八王子市ピック
ルボール協会）費用 200円※初回に
徴収 持ち物 上履き 申込 電話
子供の英会話体験教室
日時 3/4㈰・18㈰15:00～16:30 講師
大矢知みどり氏（市民講師）対象 小
学5・6年生 その他 4月から本講座開
講 申込 電話

いきいきウオーキング講習会
日時 ①3/10㈯②24㈯9:30～11:30 コース
①多摩川グラウンド～高幡不動尊

（八十八カ所巡り）往復②多摩川グラ
ウンド～浅川沿いの季節の風景を巡
る往復 定員 申込制で各日先着15人
費用 1,000円 申込 ①3/8㈭②22㈭ま
でにフクシ・エンタープライズ日野
営業所（☎514-9178）へ電話 問 文化
スポーツ課（☎514-8465）

ちょこっとウオーキング～親子
で多摩動物公園ウオーキング

日程 3/11㈰※小雨実施 集合 10:00潤
徳小南門※直接集合場所へ、11:30
多摩動物公園解散 コース 向島用水
親水路～高幡図書館前～程久保川右
岸～多摩動物公園（約3㌔）持ち物 雨
具、飲み物 その他 参加者に「ひの新
選組ポイント」200ポイント付与シー

ルをプレゼント 問 文化スポーツ課
（☎514-8465）

障害者スポーツ体験教室参加
者・ボランティア募集
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

参加者募集
日時・種目 3/13㈫…ダンス、27㈫…
サッカーいずれも14:00～16:00 会場
市民の森ふれあいホール※直接会場
へ 指導 東京ヴェルディ㈱ 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 各日先
着20人
ボランティア募集～障害者スポー
ツ体験教室の参加者補助
内容 参加者補助、会場設営など 対象
18歳以上の市内在住・在勤・在学者
定員 各日若干人 その他 事業中のけ
がなどは市の包括保険で対応 申込
実施日前日までに電話

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 3/13㈫・27㈫14:00～16:00※1回
の参加も可 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いきいき教室
会場・問  同プール（☎583-5266）

①ラクラク息継ぎを覚えよう！3日
間水泳教室
日時 4/5㈭～7㈯15:30～17:00 対象 小
学3～6年生 定員 申込制で先着10人 
費用 4,500円※入場料別途
②初心者のためのドル平こども水
泳教室
日程 水曜日コース…4/11～5/23※
5/2は除く、木曜日コース…4/12～
5/24※5/3を 除 く 時間 16:00～17:00 
対象 水慣れはできているけれど泳
げない小学生 定員 各コース若干人 
費用 9,000円※入場料別途
　いずれも 申込 ①3/12㈪②15㈭（い
ずれも必着）までに〒191-0021石田
1-11-1東部会館温水プールへ はがき
で。参加者住所・氏名、電話番号、
希望教室（②はコース名も）、泳力を
記入

17 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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