
催 し
子供・保護者向け
図書館おはなし会
 1007743ID

高幡図書館（☎591-7322） 日程 4/4
㈬・18㈬ 中央図書館（☎586-0584）
日程 4/11㈬・26㈭ 多摩平図書館（☎
583-2561） 日程 4/12㈭（ひよこタイ
ム）・25㈬ 日野図書館（☎584-0467） 
日程 4/18㈬平山図書館（☎591-7772） 
日程 4/19㈭（ひよこタイム） 百草図
書館（☎594-4646） 日程 4/27㈮
　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 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は問い合わせまたは図書館 
HP  参照

趣味・教養
美しい多摩川フォーラム～
「美しき桜心の物語」の語り会
 1007753ID

 

日時 4/14㈯14:00～15:15 会場 高幡不
動尊金剛寺客殿 内容 瀬戸内寂聴作
「しだれ桜」ほか桜づくしの語り 
語り部 平野啓子氏（元NHKニュース
キャスター） 対象 小学生以下は保護
者同伴 定員 申込制で先着60人 申込 
〒198-8722青梅市勝沼3-65青梅信用
金庫地域貢献部内同フォーラム事務

局「桜の語り会」（ FAX 0428-24-4650 
 forum@tama-river.jp）へ はがき、

ファクス、Eメールで。代表者氏名、
参加者全員の氏名（5人まで）、代表
者住所・電話番号を記入 問 同事務
局（☎0428-24-5632）

オカリナ奏者宗次郎野外コン
サート＆そば打ち体験バスツ
アー参加者募集 1007550ID

日程 5/20㈰ 集合 8:00ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）前、19:30同所解散 目的地 
茨城県常陸大宮市 対象 小学生以上
の市内在住・在勤者※未成年者のみ
での参加不可 定員 先着30人 費用 
3,000円 チケット販売 4/2㈪9:00から
市役所3階文化スポーツ課で販売 
その他 ツアー全行程を市で用意する
無料バスに乗車 問 文化スポーツ課
（☎514-8462）

パソコン講習会（4月） 
日時・内容・費用 右上表の通り 対象 
①以外は文字入力ができる方 その他 
個別指導（1時間1,500円）あり 申込 
3/22㈭（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）
番号・講座名 日時 費用
① 初めてのパソコ
ン（基本操作）～
電源の入切など

4/20㈮･27㈮
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト代含む）

② Word-1～ 文
字変換など

4/14㈯･21㈯
10:00～12:00

③ Word-2～文
章作成など

4/28㈯､5/12㈯
10:00～12:00

④ Word-3～地
図の作成など

4/7㈯･14㈯
13:00～15:00

⑤ Word-4～ペ
ージ番号、ふ
りがななど

4/21㈯･28㈯
13:00～15:00

⑥ Excel-3 ～ 複
合グラフ、関
数など

4/6㈮･13㈮
10:00～12:00

⑦ Excel-VBA入門～
タイマー・ストップ
ウォッチを組む

4/1㈰･8㈰
10:00～12:00

⑧ Scratchでプログ
ラミング入門～
操作説明、ミニ
ゲームをつくる

4/15㈰･22㈰
10:00～12:00

⑨ パワーポイント～
経営報告プレゼ
ンテーションなど

4/15㈰･22㈰
13:00～15:00

⑩ フォトムービーを
作る～写真から
ムービーを作る

4/8㈰
13:00～15:00

1,500円
（テキスト代含む）

スポーツ
ちょこっとウオーキング～湧水
巡りウオーキング 1007744ID

日程 3/31㈯※雨天中止 集合 9:00平
山城址公園駅広場、12:00イオンモ
ール多摩平の森前広場解散※9:30ま
で受付、直接集合場所へ コース 平
山橋～若宮神社～黒川清流公園（5
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）

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 同プール（☎583-5266※
9:30～20:30） 1000974ID

①無料水中ウオーキングアドバイス
②無料スイミングアドバイス  日時 
4/6㈮11:00～11:30、11:30～12:00※
直接会場へ 費用 入場料別途
からだにラクラク！アクアエクササ
イズ～水中ウオーキング&水中運動
日時 4月の毎週金曜日10:00～11:00…
Ａコース、13:00～14:00 …Ｂコース 
定員 申込制で各先着20人 費用 5回
5,400円のチケット購入制※入場料
別途 申込 電話

初心者スポーツ教室 
　いずれも 申込 ㈱フクシ・エンタ
ープライズ（☎514-9178）へ電話 問 
文化スポーツ課（☎514-8465）
初心者サッカー教室  1007747ID

日時 4/7㈯からの8:30～10:30（全20
回） 会場 浅川スポーツ公園グラウン
ドなど 指導 サッカー協会指導資格
者 対象 幼稚園年中～年長※市外も
可 定員 申込制で先着30人 費用 8,000
円（保険料込み）
初心者少年野球教室  1007797ID

日時 4/11㈬からの14:30～17:00（全
16回） 会場 万願寺中央公園グラウン
ド 指導 日野市少年軟式野球連盟指

導者 対象 幼稚園年長～小学3年生※
市外も可 定員 申込制で先着30人 
費用 6,000円（保険料含む）

健康
健康づくり推進員第１グルー
プ～みんなで楽しく健康づく
り・日野の桜の名所を巡って
みよう 1007785ID

 

日程 4/5㈭※雨天中止 集合 9:30多摩
平第7公園、12:30日野中央公園解散
※直接集合場所へ コース 旭が丘中
央公園～4中前桜通り～㈱コニカミ
ノルタ周辺～多摩平の森ふれあい館
～市役所北桜並木（6㌔） 費用 100円 
持ち物 飲み物、雨具、帽子、健康保
険証、弁当※解散後中央公園で食事
可 問 健康課（☎581-4111）

生活・環境
日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業
 1003313ID

日時 3/25㈰14:00～16:00 会場 関戸公
民館（多摩市） 内容 大切な人を自死
で亡くされた方が集い、気持ちや思
いを分かち合う 問 セーフティネッ
トコールセンター（☎514-8542）

自然観察会～日野に咲くカタ
クリを見よう 1007752ID

日時 3/24㈯10:00日野駅集合、12:30

同所解散※雨天の場合は室内で学習
会 内容 日野駅付近の植物と東光寺
のカタクリを見る 講師 筒井千代子
氏（八王子自然友の会） 案内 日野み
どりの推進委員 対象 小学生以下は
保護者同伴 費用 1家族300円（資料
代） 申込 3/23㈮までに電話 問 緑と
清流課（☎514-8307）

日野産野菜を使った飾り巻す
し教室 1007799ID

日時 3/26㈪・27㈫10:30～13:30 会場  
七ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
春の飾り巻寿司 定員 申込制で先着
10人 費用 3,000円 申込 竹内（☎090-
7284-1947）へ電話 問 都市農業振興
課（☎514-8447）

パステル絵画教室第2期生募集～体
験教室
日程 4/25㈬
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 向日葵めぐみ氏（市民講師）
費用 500円
燻製教室第4期生募集
日程 4～9月の毎月第2土曜日（5回を
予定）
会場 平山台健康・市民支援センター

講師 今川裕司氏（燻製研究家）
費用 2,000円（材料費・昼食含む）
平山台山歩き
日程  3/27㈫
集合 7:30JR中央線高尾駅2番線中央
階段付近または8:10JR中央本線上野
原駅北口改札、15:00上野原駅解散
コース 大堀～展望台～八重山～能岳
～西沢泉橋～新井（6㌔）※上野原駅と
大堀、新井と同駅の間はバスを利用
費用 500円※交通費別途

問 同クラブ（☎506-9979） 1003186ID

平山台文化スポーツクラブから スタッフ募集
　広報活動やホームページ
の作成、会報「ぶんすぽ」の
発行などを行うスタッフを
募集します。
活動日 土曜・日曜日のみも可
活動場所 平山台健康・市民
支援センター
対象 パワーポイント、ホー
ムページ作成のできる方
　いずれも詳細は問い合わ
せを 申込（一社）平山台文化
スポーツクラブ（☎ FAX 506-
9979、  hirayamadai@hop.
ocn.ne.jp）へ電話、FAXま
たはメールで

　「イベントの参加者を募集した
い」「サークルの会員を募集したい」
など、市民の皆さまの活動を応援
するHi Know!（ひのう）をぜひご
活用ください。
問 生涯学習課（☎
514-8765）、日野市
社会福祉協議会（☎
582-2318）

Hi Know!
まちにくわわるポータルサイト

イベント・団体活動を紹介

スプリングフェスタひの

日時 内容

3/31㈯
11:00～16:00

●一中吹奏楽部演奏   ●フォークダンス   ●お囃子   
●ヒップホップ（ブランニューダンスマーケット）   
●日野太鼓   ●実践女子大学ビッグバンドジャス部演奏   
●カラオケ

4/1㈰
10:00～15:00

●大坂上中吹奏楽部演奏   ●情熱のフラメンコ   
●民踊   ●ヒップホップ（スタジオクラップ＆ストンプ）   
●ママゴスペル   ●ハワイアンバンド＆フラ＆リノウクレレ   
●よさこい鳴子踊り   ●ポニーちゃんと遊ぼう   
●花苗無料配布（先着400人）   ●コーヒーの無料配布

両日共通

模擬店… ●焼きそば   ●焼き鳥   ●たこ焼き   
●からあげ   ●焼きだんご   ●クレープ   ●綿菓子   
●揚げ物   ●玉こんにゃく   ●焼き菓子   ●米菓   
●飲み物   ●アクセサリー など

市内在住の一輪車チーム「一輪車クラブひの」が
2017関東OPEN一輪車競技大会で優勝

　12月3日にとどろきアリーナ（川崎市）で開催された
2017関東OPEN一輪車競技大会において、同クラブ
のチーム「ユニバース」が優勝、またグループ演技部
門において最優秀作品賞を受賞しました。
　今後の活躍が楽しみです。

玉こんにゃく   玉こんにゃく   玉こんにゃく   
アクセサリー など
玉こんにゃく   
焼きだんご   
玉こんにゃく   
アクセサリー などアクセサリー などアクセサリー などアクセサリー など
玉こんにゃく   
アクセサリー などアクセサリー など飲み物   

揚げ物   揚げ物   
飲み物   飲み物   飲み物   飲み物   飲み物   

両日共通両日共通両日共通

日時・内容 下表の通り※雨天中止　　会場 日野中央公園
主催 スプリングフェスタひの実行委員会、（公財）日野市環境緑化協会
問 同協会（☎585-4740） 1007801ID

11 10広報　　　　第1419号 平成30年3月15日市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!  市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎

催
し

催
し


