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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（☎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 1月11日 ㈮ ①11:00～11:30②11:
30～12:00※直接会場へ 内容 ①体に
負担をかけない水中での歩き方のコ
ツをアドバイス②楽に長く泳ぎたい
方、より速く泳ぎたい方へ泳法のワ
ンポイントアドバイス 費用 入場料
別途
初心者のためのドル平こども水泳
教室
日時 ①2月6日～3月13日の毎週水曜
日②2月7日～3月14日の毎週木曜日
いずれも16:00～17:00 対象 水慣れは
できているが泳げない小学生 定員 
若干人※欠員補充のため。申込多数
の場合は抽選 費用 9,000円※入場料
別途 申込 1月10日㈭（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、学年、
住所、電話番号、希望コース、泳力
を記入

温水プールは1月₈日㈫・₉日㈬に休
業します
　1月8日㈫・9日㈬は清掃のため温
水プールのみ休業します。

第₄回ユニバーサルスポーツ
交流イベント～参加者・ボラ
ンティアスタッフ募集
� 1005530ID

　障害のある方もない方もパラリン
ピック種目のボッチャ、ハンドロウ
ル（写真）などのニュースポーツを一
緒に体験できるイベントです。

 参加者募集 
日時 2月2日㈯8:30～12:00 会場 市民
の森ふれあいホール 対象 小学5年生
以上の方 定員 申込制で先着60人
 ボランティアスタッフ募集 
日時 2月2日㈯8:15～12:30 内容 会場
設営、受付補助、障害のある方の運
動補助など 対象 中学生以上の方※
中学生は保護者の同意が必要 その他 

弁当、記念品を支給
　いずれも 申込 1月23日㈬までに電
話問 文化スポーツ課（☎514-8465）

市民体育大会～ビーチボール
競技� 1003171ID

日時 2月17日㈰9:10から
会場 市民の森ふれあいホール
種目 チャンピオンリーグ女子・混合、
フレンドリーリーグ女子・混合、小
学生の部など※詳細は実施要項参照
対象 市内在住・在勤・在学者、日
野市ビーチボール協会員※2月14日
㈭19:00に中央公民館で開催する代
表者会議に必ず出席
費用 1チーム2,000円※小学生1チー
ム500円
問 日野市ビーチボール協会（正井
hawys4.masai@gmail.com）、日
野市体育協会事務局（☎582-5770）

スポーツ体験会～パラリン
ピック競技「ボッチャ」を体験
してみませんか� 1010873ID

日時 1月27日㈰10:00～12:00
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
内容 誰でも簡単にできるボールを
使ったスポーツ
講師 市スポーツ推進委員

対象 運動の制限を受けていない方
持ち物 飲み物、タオル※運動しやす
い服装で
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

ジュニアスポーツ指導者講習
会～これからのスポーツ指導
の在り方とは� 1010741ID

日時 1月19日㈯14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール
講師 井上謙氏（NPO法人日本バレー
ボール・オリンピアンの会理事長）
対象 スポーツ指導者、保護者など
定員 申込制で先着120人
申込 1月11日㈮17:00までに日野市体
育協会（ FAX  582-5770  h-taikyo
@keh.biglobe.ne.jp）へ電話、ファ
クスまたはEメール。氏名を記入
問 同協会事務局（☎582-5770）

障害者スポーツ体験教室～参
加者・ボランティア募集
� 1003181ID

 参加者募集 
日時 ①1月15日㈫②22日㈫③2月12日
㈫④26日㈫⑤3月12日㈫⑥26日㈫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 種目 ①
風船バレー②サウンドテーブルテニ
ス③ダンス④ゴールボール⑤ハンド
ロウル⑥サッカー 講師 東京ヴェル
ディ普及コーチ 対象 障害のあるな
しにかかわらず小学生以上の市内在
住・在勤・在学者 定員 30人
 ボランティア募集 
内容 参加者補助・会場設営など 対象 
18歳以上の健康な市内在住・在勤・
在学者 定員 各回若干人 申込 各教室
の実施前日までに電話 その他 無償。
事業中のけがなどについては市の包
括保険で対応
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

子供・保護者向け
保護者向け～読み聞かせに向
く絵本の紹介� 1010579ID

　詳細は図書館 HP をご覧ください。
日時 1月18日㈮10:30～11:00
会場 百草図書館※直接会場へ
対象 小学校などで読み聞かせをする
方

問 百草図書館（☎594-4646）

移動ひろば～地域で子育てなか
まを見つけよう！� 1009161ID

　日野台地域で移動子育てひろばを
開催します。気軽に遊びにきてくだ
さい。
日時 1月18日㈮10:20～11:30
会場 日野台2丁目地区センター
内容 ふれあい遊びや子育てについ
てのおしゃべり
対象 乳幼児親子
問 地域子ども家庭支援センター万
願寺（☎586-1312）、同センター多摩
平「はぴはぴ」（☎589-1260）

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い� 1008504ID

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか。お子さまも一緒に参加
できます。
日時 1月26日㈯ 15:00～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 ひとり親で子育て中の方
問 地域子ども家庭支援センター多
摩平「はぴはぴ」（☎589-1260）

日時  1月14日㈷11:00～12:30※開場10:20
会場  ひの煉瓦ホール（市民会館）※車いすスペースあり。
公共交通機関などを利用し、車での来場はご遠慮を
内容  成人式典、催し物※式典は手話通訳あり
その他  対象者には12月上旬に案内状を発送しています。
案内状がなくても対象者は出席できますのでお問い合
わせください。なお、対象者以外は入場できません。

問 生涯学習課（☎514-8765）

　₅つの伝統芸能から1つのジャンルを選んで体験できるワークショ
ップです。また、プロの舞台公演を、ダイジェストで一度に鑑賞で
きます。

日程 ₂月₂₄日㈰
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）

 ①体験プログラム�
時間 13:00～14:00
内容 落語、狂言、和

わ
妻
づま

、三味線、日
本舞踊から1人1ジャンルを選び体験
対象 小学生
定員 各ジャンル30人※申込多数の
場合は抽選
 ②鑑賞プログラム�
時間 14:30～16:30

平成₃₁年日野市成人式
平成₁₀年₄月₂日～平成₁₁年₄月₁日生まれの新成人対象

こども芸能体験ひろばin日野
ジャンルをこえてプロが集結

伝統芸能ワークショップと特別公演
　市立幼稚園・小学校の子供たちが取り組んだ図画工作と
書初めの展覧会を合同で開催します。ぜひ、ご覧ください。
日時  1月25日㈮～27日㈰10:00～17:30※27日は16:30まで
会場  イオンモール多摩平の森イオンホール
問  五小（富川☎581-0407）

■第4回ひのっ子作品展

　市立中学校の生徒が美術の授業で制作した絵画・デザイン
作品を展示します。力作をご覧ください。
日時  1月19日㈯・20日㈰9:00～17:00※20日は16:00まで
会場  ひの煉瓦ホール（市民会館）
問  平山中（鈴木☎593-3015）

■市立中学校美術展

日時  1月26日㈯・27日㈰9:30～16:00※27日は15:30まで
会場  ひの煉瓦ホール（市民会館）
問  大坂上中（森田☎583-9756）

■市立中学校書初め展

1008308ID

1006086ID

1006088ID

1006087ID

問 文化スポーツ課（☎514-8462）、
こども芸能体験ひろば実行委員会
事務局（☎03-5909-3060※平日10:
00～18:00）

1010714ID

落 語 狂 言 和 妻 三味線 日本舞踊

出演 瀧川鯉昇（落語）、小梶直人（狂
言）、KYOKO（和妻）、清元香葉（三
味線）、藤間仁凰・若柳里次朗（日本
舞踊）など
対象 大人のみでも可
定員 1,094人※申込多数の場合は抽選
　いずれも 申込 2月11日㈷（必着）ま
でに〒160-8374新宿区西新宿6-12-
30芸能花伝舎2F（公社）芸団協内こ

ど も 芸 能 体 験 ひ ろ ば 事 務 局（  
geino-hiroba@geidankyo.or.jp）
へEメール、はがきまたは芸団協 
HP から。代表者（保護者）氏名、住所、
電話番号、①を希望する小学生は氏
名、体験希望プログラム名、学年、
性別を、②を希望の方は観覧希望人
数を記入※2月15日㈮頃にすべての
方に結果を連絡
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