
催 し
趣味・教養

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
 1003186ID

▶男の料理教室  日時・会場 7月2日
㈪…市民の森ふれあいホール、15日
㈰…平山交流センターいずれも
11:00～14:00 講師 清水紀子氏（管理
栄養士） 費用 1500円
▶英会話教室  日時 7月の毎週土曜
日13:45～15:15 会場 平山台健康・市
民支援センター 講師 高垣尚起氏（市
民講師） 費用 月4,000円
▶ぶらり街歩き  日程 7月13日㈮ 集合 
11:00地下鉄銀座線浅草駅改札出口、
15:00JR上野駅解散 コース 浅草雷門
前～仲見世・浅草寺～六区界隈～か
っぱ橋道具街～浅草通り（4㌔） 費用 
500円※交通費実費

日野宿楽市楽座文化講座　七
夕祭 1008803ID

日時 7月3日㈫～8日㈰9:30～17:00 会場 
日野宿本陣 費用 200円※小人50円 問 
新選組のふるさと歴史館（☎583-5100）

郷土資料館企画展「どっき土
器展～日野駅西側の低地に広
がる遺跡から」 1008789ID

日時 7月7日㈯～9月30日㈰9:00～17:
00※月曜日休館。ただし月曜が祝日
の場合は翌日休館 会場 郷土資料館 
内容 日野駅西側一帯に広がってい
た四ツ谷前遺跡・栄町遺跡・姥久保
遺跡などから出土した、縄文時代か

ら中世の出土遺物を展示 問 郷土資
料館（☎592-0981）

七生公会堂から
 会場・問 七生公会堂（☎593-2911）
 1005894ID

▶ホワイエライブ  日時 7月11日㈬
15:00～16:00 出演 秋山明美氏（ボー
カル）、大越隆氏（ベース） 定員 先着
50人
▶かわせみ寄席～古今亭志ん朝名
演映像上映  日時 7月25日㈬15:00～
16:00 定員 先着50人

世界の料理～明星大学の留学
生と一緒に 
日時 7月8日㈰10:15～15:00 会場 市民
の森ふれあいホール 内容 明星大学
の留学生がタイ・中国の料理の作り
方を日本語で紹介。一緒に作りなが
ら、異文化交流を体験 定員 先着10
人※初めての方優先 費用 500円 
その他 詳細は日野市国際交流協会 
HP 参照 申込 電話 問 同協会事務局
（☎586-9511） 

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 1000966ID

日時・出演 7月14日㈯宮垣舞氏（ピア
ノ）、28日㈯浅井文氏（ピアノ）いず
れも12:30～13:00 会場・問 同ホール
（☎585-2011）

大菊（福助）の育て方講習会
日時 7月18日㈬9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 志村進一氏（日野
市菊友会） 定員 申込制で先着40人 
その他 受講者全員に菊花コンテスト

用の大菊苗を配布 申込 7月3日㈫か
ら電話 問 （公財）日野市環境緑化協
会（☎585-4740）

NHK「ワンツー・どん」の歌のお
姉さんとしておなじみ～稲村なお
こコンサート 1007584ID

日時 9月9日㈰
14:00～16:00 
会場 七生公会
堂 定員 280人 
費用  1,500円 
申込  7月17日
㈫から電話ま
たは電子申請 
問 文化スポ
ーツ課（☎514
-8462）

昭和ノスタルジア　コンサート
 1009327ID

日時 10月27日㈯15:00から 会場 七生
公会堂 出演 北海道歌旅座 費用 2,000
円※全席自由席 チケット 7月3日㈫
からひの煉瓦ホール（市民会館）、七
生公会堂、eプラスで販売 問 北海
道歌旅座（☎011-623-6680）

健康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）※開催日当
日の実施確認は☎080-4347-1265
（8:00～8:30）へ 

第1グループ～健康体操と歌を楽し
もう  1008780ID

日時 7月20日㈮9:30～11:30 会場 心塾
（旭が丘）※直接会場へ 講師 市健康
体操サポーター 費用 100円 持ち物 飲
み物、タオル、敷き物
第2グループ～健康体操と落語の集
い   1008781ID

日時 7月26日㈭9:30～12:00 会場 南平
駅西交流センター 費用 100円 持ち物 
飲み物、汗拭きタオル、上履き 申込 
7月20日㈮までに電話
第3グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚  1008783ID

日時 7月9日㈪13:30～15:30 会場 大坂
上三丁目都営集会室※直接会場へ 
内容 健康体操・歌など 講師 市健康
体操サポーター 費用 100円 持ち物 飲
み物、タオル、上履き

地域介護予防活動支援事業～
高齢者が元気で暮らし続けら
れる地域を目指して
日時・会場 7月3日㈫10:00～11:30…南
平南部地区センター、18日㈬13:30
～15:00旭ケ丘南地区センター 内容 
転倒予防体操 対象 65歳以上の方 
定員 申込制で各日先着20人 申込 電
話 問 日野市社会福祉協議会（☎584-

1294）

記念行事・フェスタ・複合イベント
日野市老人クラブ連合会～
福祉大会 1009257ID

日時 7月19日㈭9:30～16:00 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館）※直接会場へ 
内容 式典、演芸（歌や踊りなど） 問 
日野市老人クラブ連合会事務局（☎

080-4573-8853）

日野市平和講演会
 1008813ID

　広島市から被爆体験伝承者の方を
お招きし、戦争の悲惨さや平和の大
切さについてお話をしていただきます。
日時 7月14日㈯14:00～15:30 会場 多
摩平交流センター※直接会場へ 問 
総務課（☎514-8128）

　各催しの詳細は、それぞれの団体へ問
い合わせを。はがきまたは郵送による申
し込みの場合は、必要事項（住所、氏名、
ふりがな、電話番号）を記入してください。 
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

音楽祭
 ▶軽音楽祭 … 日程 9月23日㈷ 
会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館） 対象 ジャズグループな　

　ど 
定員 先着12団体 費用 1団体5,000
円 申込 7月31日 ㈫までに〒
191-0055西平山5-25-1村上へ 
往復はがき  で。必要事項、団体名、
人数を記入 問 村上（☎582-07
56）
 ▶音楽の集い～一般の部 … 
日程 10月8日㈷ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 内容 独唱、
独奏な　

　ど 申込 7月12日㈭までに
〒191-0041南平2-15-34砂川へ 
往復はがき  で。必要事項、声楽
または器楽を記入問 砂川（☎
592-1379）
 ▶音楽の集い～学生の部 … 
日程 10月28日㈰ 会場 七生公会
堂 内容 独唱、独奏な　

　ど 申込 7月
31日㈫までに〒191-0054東平
山2-27-1大宅へ 往復はがき  で。
必要事項、曲名、作詞作曲者名、
演奏時間を記入問 大宅（☎583-
5013）
 ▶カラオケ大会 … 日程 11月
18日㈰ 会場 ひの煉瓦ホール
（市民会館） 対象 18歳以上の方 
費用 2コーラス1,000円※審査
はありません 申込 7月31日㈫
までに〒191-0041南平7-26-4
新井田へ はがきで。必要事項、
曲名を記入 問 新井田（☎593-
3214）
吟詠大会
日程 10月13日㈯ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 内容 1人絶

句以内 費用 2,000円（昼食代な
ど） 申込 7月14日㈯までに〒
191-0011日野本町5-14-6藤好
へ郵送で。費用を添えて必要
事項、吟題、作者、流派、本
数を記入 問 藤好（☎583-7813）
舞踊大会
日程 10月14日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 申込 7月29日
㈰までに〒191-0062多摩平4-10多
摩平の森2-6-701幅へ 往復はがき  
で。必要事項、参加部門、演
目を記入 問 幅（☎581-4799）
市民合唱祭
日程 10月21日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 対象 市内在
住・在勤者で構成する団体 
その他 7月7日㈯に説明会あり 
申込 7月28日㈯までに電話 問 
佐野（☎582-1565）
奇術発表会
日程 10月21日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 内容 1演目5
分以内 申込 7月10日㈫までに
〒191-0065旭が丘5-3-5大塚へ
郵送で。必要事項、演題、内容
を記入 問 大塚（☎581-2082）
民謡大会
日程 10月28日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 対象 5人以
上の団体で支部登録 申込 7月
31日㈫までに電話 問 川添（☎
583-9736）
フォークダンス大会
日程 10月28日㈰ 会場 市民の森
ふれあいホール ※直接会場へ 
対象 愛好者、初心者 持ち物 上
履きシューズ 問 野口（☎587‒

6595）
筝曲・尺八演奏会
日程 11月11日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 対象 団体 
申込 7月7日㈯までに電話 問 吉
田（☎583-3242）
大正琴演奏会
日程 11月23日㈷ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 対象 36人以
内の団体※2曲まで 申込 7月29
日㈰までに電話 問 岡本（☎
586-7132）

美術展
日程 9月19日㈬～24日（振休） 
会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館） 内容 洋画、日本画など。詳
細は問い合わせを 申込 8月20
日㈪～9月10日㈪に〒191-0042
程久保3-13-12河辺へ 往復はがき  
で。必要事項、題名、号数、種
類を記入※規定数に達し次第
締め切り 問 河辺（☎594-2502）
陶芸展
日程 10月6日㈯～8日㈷ 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館） 内容 
1人1点 申込 9月23日㈷までに
電話 問 石川（☎583-4544）
書道展
日程 10月12日㈮～14日㈰ 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 
内容 1人1点。詳細は問い合わ
せを 対象 18歳以上の市内在
住・在勤者 申込 9月14日㈮ま
でに電話 問 黒瀬（☎583-8653）

いけばな展
日程 10月27日㈯・28日㈰ 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 
内容 1人1瓶 その他 生け込み10
月26日㈮ 申込 9月22日㈯まで
に電話 問 成松（☎090-5307-
0836）
菊花展
日程  10月30日㈫～11月7日㈬ 
会場 市役所前市民プラザ 内容 
大菊作り※詳細は問い合わせ
を 申込 10月27日㈯までに電話 
問 西野（☎582-4381）
漢詩展
日程 11月8日㈭～11日㈰ 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 
内容 題自由。詳細は問い合わ
せを 申込 10月9日㈫までに〒
191-0031高 幡159斎藤へ はがき
で。必要事項、作品を記入 問 
斎藤（☎591-4530）

ボーイスカウト・ガールス
カウト野外体験会

日時  11月18日㈰10：00～15：00 
会場 旭が丘中央公園 内容 ゲー
ム、ミニハイクな　

　ど 対象 小学生 
問 吉田（☎090-7195-7731）

日野市スポーツ推進委員
　スポーツ推進委員は、市が委嘱する非常勤の職員で任期は2年間です。性別、年齢、
障害の有無に関係なく市民の方々がスポーツを楽しめるよう、ウオーキングやスポー
ツ体験会など、さまざまな活動を積極的に行っています。
　4月に委嘱式が行われ、新任4人を含む計24人に市長から委嘱状が手渡されました。

主な活動　
※詳細は広報ひのでお知らせ
します
・ニュースポーツ体験会
・ちょこっとウオーキング
・ユニバーサルスポーツ交流会
日野市スポーツ推進委員会だよ
り「ひのスポ」
・年2回発行※詳細は市 HP  参照

1008157ID

市民の
スポーツを
支えます

1003196ID

 問 文化スポーツ課（☎514-8465）
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