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野菜苗の販売 ① 1007816ID

② 1007894ID

　キュウリ、ナス、トマトなどの夏
野菜苗を販売します。
①日時 4月16日㈪9:00～16:00 会場 JA
東京みなみ日野経済店 問 同店（☎
583-5670）②日時 4月28日㈯・29日㈰
9:00～12:00※小雨実施、完売次第終
了 会場 JA東京みなみ七生支店 問 同
店（☎591-2012）

日野市・多摩市わかち合いの会～自
死遺族支援事業 1003313ID

日時 4月22日㈰14:00～16:00 会場 関
戸公民館（多摩市）※直接会場へ 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）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1007946ID

日時 4月23日㈪・24日㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー イチジクとクルミパンなど 

定員 申込制で先着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）

自然観察会～晩春の野草を観
察しよう 1007973ID

日程 4月28日㈯※雨天中止 集合 9:30
平山城址公園駅、12:30東京薬科大
学バス停解散 内容 平山城址公園～
東京薬科大学を散策し同大薬用植物
園を見学 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 4月27
日㈮までに電話 問 緑と清流課（☎
514-8307）

虹色とんちー・日野市共催「虹
にじ

友
とも

カフェ」～LGBTとその家族・友人
のためのコミュニティースペース
 1008136ID

　性別に違和感がある、同性が好き
などのLGBTや、そうかもしれない
と感じている方、あるいはその家族
や友人向けに、お話や友達作りがで
きる場所です。「性別のモヤモヤを
話したい」「一緒に何ができるか考え
たい」「LGBTについてもっと知りた
い」といった気持ちをお持ちの方は
気軽にお立ち寄りください。
日時 5月13日㈰13:30～16:00 会場 多

摩平の森ふれあい館※直接会場へ、
入退室自由 対象 本人、親族、支援者 
その他 茶菓子あり 問 男女平等課（☎
584-2733）

外国人おもてなし語学ボラン
ティア育成講座 1007912ID

　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け、「外国人お
もてなし語学ボランティア」を育成
する初級者向け（中学校程度）の英語
の講座です。
日時・内容 5月26日㈯14:00～17:30…
おもてなし講座、6月2日㈯・9日㈯・
16日㈯・23日㈯いずれも14:00～16:00
…語学講座 会場 市民の森ふれあいホ
ール 対象 全回出席可能な高校生以上
の市内在住・在勤・在学者※過去に
同講座を受講した人は不可 定員 36
人※申込多数の場合は抽選 その他 
生後6カ月～未就学児の保育あり※
人数制限あり。本講座修了者は東京
都の「外国人おもてなし語学ボラン
ティア」に登録。英語で日常会話が
できる方（英検2級程度以上）を対象
とする講座を別に実施予定 申込 5月
1日㈫（必着）までに〒191-8686日野
市企画経営課（ FAX 581-2516  kika
ku@city.hino.lg.jp）へはがき、ファ
クスまたはEメールで。郵便番号、

住所、氏名（ふりがな・ローマ字）、
年齢、性別、職業、保育希望の有無
（有の場合は子の人数、年齢）、電話
番号、メールアドレスを記入 問 企画
経営課（☎514-8047）

日野市国際交流協会日本語教室
ボランティア募集 1004655ID

　協会では、毎週火曜・土曜日に外
国人のための日本語教室を開いてい
ます。大人クラス、子供クラスで外
国人の日本語学習を支援するボラン
ティアを募集しています。参加者は、
協会への入会が必要です。詳細はお
問い合わせください。
問 日野市国際交流協会（☎586-9511）

スポーツ
ハンドロウル教室
 1006562ID

日時 4月24日～9月25日の毎月第2・
4火曜日14:00～16:00※1回の参加可 

会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ 指導 住友不動産エスフォル
タ㈱職員 定員 各日先着15人 持ち物 
上履き 問 市民の森ふれあいホール
（☎584-2555）、市文化スポーツ課（☎
514-8465）

2018ボールゲームフェスタ参
加者募集 1007967ID

日時 5月26日㈯①9:00～11:30②13:00
～16:30 会場 市民の森ふれあいホー
ル 内容 日本トップリーグ連携機構
所属のトップアスリートがボールを
使う運動の楽しさや技術を指導①ボ
ールであそぼう！…親子でさまざま
なボールを使う遊びの中で手足を使
った動きを通じて楽しく運動能力ア
ップを図る②キッズチャレンジ…ミ
ニバスケットボール、室内ホッケー、
バレーボール、ハンドボールなどを
順番にチャレンジしボールゲームを
楽しく体験 対象 ①市内在住の小学1
～3年生と保護者②市内在住の小学4

～6年生 定員 申込制で先着①50組
100人②120人 申込 4月23日㈪から〒
191-8686日野市文化スポーツ課（
sports@city.hino.lg.jp）へEメール
またははがきで。住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、①・
②の区分を記入※①の場合は児童・
保護者名を記入 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･2年生あつまれ！初心者水泳教室
日時 5月31日㈭～6月2日㈯16:00～17:
30 対象 小学1・2年生 定員 10人 費用 
5,000円※入場料別途 申込 4月30日
（振休）（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。参加者氏名、住所、電話番号、
コース名、学年、泳力を記入※申込
多数の場合は抽選。5月8日㈫以降に
結果通知
ラクに長く泳ごう！クロール教室
日時 5月18日㈮～20日㈰18:00～19:00 
対象 息継ぎしながら25㍍泳げる小
学3～6年生 定員 先着7人 費用 4,500
円※入場料別途 申込 4月17日㈫9:00
～5月10日㈭に電話

三井台自治会で
街頭防犯カメラを設置

　三井台自治会では、地域内に計4
台の防犯カメラを設置し、3月18日
に起動式を行いました。当自治会
ではこれまでにも防犯パトロール
などを行ってきましたが、地域の
防犯効果をより高めるため、防犯
カメラを設置し、24時間365日安全
で安心な地域を目指します。

1007944ID

　市では2020東京オリンピック・
パラリンピックに向けてスポーツ
を支える人材を育成するため、ス
ポーツボランティア事業を始めま
した。地元日野市のスポーツを一
緒に盛り上げましょう。
　なお、この事業は東京
2020大会ボランティアにな
れることを保証するもので
はありません。
日時・内容・会場 下表の通り

申込 文化スポーツ課（  sports@
city.hino.lg.jp）へ電話またはEメ
ールで。住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、年齢、性別、参加希望
事業を記入
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

活動イベント・養成講座 日時（予定） 会場
ボールゲームフェスタin日野 5月26日㈯ 8:00～17:00 市民の森ふれあいホール
第1回スポーツボランティア養成講座 6月16日㈯ 10:00～12:00 イオンモール多摩平の森イオンホール
スポーツレクリエーションフェスティバル 10月8日㈷ 9:00～16:00 陸上競技場
日野ウオークフェスタ 10月27日㈯・28日㈰ 8:30～15:00 陸上競技場など
スポーツイベント＠産業まつり 11月10日㈯・11日㈰ 9:30～16:00 陸上競技場
ユニバーサルスポーツ交流イベント 平成31年2月2日㈯ 8:00～12:30 市民の森ふれあいホール
第2回スポーツボランティア養成講座 平成31年2月2日㈯ 12:30～13:00 市民の森ふれあいホール
ロープジャンプ！小学生大会 平成31年2月23日㈯ 8:00～12:30 市民の森ふれあいホール 3月18日起動式の様子

競技大会名 大会開催日 競技大会名 大会開催日 競技大会名 大会開催日
ゲートボール 5月23日（予備日30日） ダンススポーツ 9月22日 硬式テニス（シングルス） 10月28日～11月25日
少年軟式野球 6月3日からの毎週日曜日 ミニテニス 9月23日 インディアカ 10月28日
タグラグビー 6月3日 サッカー 9月23日～12月2日 空手道 11月18日
アーチェリー 6月10日 硬式卓球 9月24日 バレーボール一般男女 11月25日
ゴルフ 6月14日 バスケットボール一般 9月30日～ 11月3日 バドミントン一般ダブルス 11月25日
ソフトボール 7月1日～8月5日 グラウンド・ゴルフ 9月30日 ロードレース 12月1日
テコンドー 7月8日 陸上競技 10月6日 少林寺拳法 12月2日
バレーボール家庭婦人 7月8日 弓道 10月6日 バドミントン中学生ダブルス 12月8日
アクアスロン 7月14日 ソフトテニス（ダブルス） 10月7日（予備日24日） スキー（教室） 平成31年2月1日～3日
バスケットボール中学生 8月22日～25日 剣道 10月7日 ビーチボール 平成31年2月17日
水泳 8月26日 ミニバスケットボール小学生 10月7日・14日 ボクシング 平成31年2月
軟式野球 9月9日～10月28日 柔道 10月14日
バレーボール中学生 9月17日 武術太極拳 10月27日

1000599ID

1003171ID

　どなたも観覧可能です。お誘い合わせのうえ、直接
会場にお越しください。
日時 4月22日㈰10:00～11:30 会場 市民の森ふれあいホ
ール 内容 開会式式典、アトラクション 問 文化スポー
ツ課（☎514-8465）

第56回日野市民体育大会総合開会式

日野市民体育大会
日時 5月24日㈭9:30～16:00※雨天の場合は5月31日㈭ 
会場 多摩川グラウンド 内容 18ホールストロークプレ
ー（新ぺリア方式）対象 市内在住・在勤・在学者 費用 
500円 その他 用具貸し出しあり 申込 5月8日㈫までに 
日野市ターゲット・バードゴルフ協会事務局へ電話
問同事務局（安藤☎090-7234-2511）

ターゲット・バードゴルフ競技
1003187ID

スポーツボランティア募集

平成30年度第56回市民体育大会予定

19 18広報　　　　第1421号 平成30年4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


