
催 し
スポーツ

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

　詳細は同クラブへお問い合わせく
ださい。
�ノルディックウオーキング�
日時 2月３日㈰・17日㈰9:３0～12:00
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 朝倉知子氏（協会公認上級指導
員）
費用 ３00円※会員150円
�ターゲットバードゴルフ�
日時 2月の毎週水曜・金曜日1３:00～
15:３0
会場 平山台健康・市民支援センター
グラウンド
講師 多賀谷忠之氏（公認上級指導員）
費用 ３00円※会員150円
�ハンドロウル教室�
日時 2月の毎週木曜日1３:３0～15:３0
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 小堤吉寿氏（スポーツ推進委員）
費用 ３00円※会員150円
�ぶらり街歩き～港横浜散策�
日程 2月8日㈮
集合 10:00JR京浜東北根岸線桜木町
駅改札口、15:00中華街解散
コース 横浜ランドマーク～港博物館
～汽車道～赤レンガ倉庫（昼食）～大
桟橋～横浜港資料館～山下公園～港
の見える丘公園～外人墓地～西洋館
費用 600円※交通費・入場料・昼食
代別途

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

�はじめての水中ウオーキング�
日時 2月15日㈮・22日㈮11:00～12:00
※全2回
定員 申込制で先着7人
費用 2,700円※入場料別途
申込 2月7日㈭までに電話
�定例大人の水泳教室�
日時 2月の毎週水曜・土曜日12:３0～
1３:３0
対象 18歳以上の方
定員 10人
費用 5回で5,400円のチケット制※入

場料別途

ユニバーサルスポーツ体験会
～障害のある方もない方も一
緒にニュースポーツを体験し
ませんか� 1011098ID

日時 2月17日㈰9:３0～11:３0
会場 南平体育館
種目 ハンドロウル、ボッチャ、卓
球バレーなど
講師 日野市スポーツ推進委員
その他 手話通訳あり
申込 2月12日㈫までに電話
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

軟式野球審判講習会
� 1010772ID

日時 2月24日㈰9:00～16:00
会場 ①午前…多摩川グラウンド※
雨天の場合は生活・保健センター②
午後…生活・保健センター
内容 ①実技②講義
講師 東京都軟式野球連盟技術指導員
対象 市内在住・在勤・在学者
申込 2月8日㈮までに電話
問文化スポーツ課（☎514-8465）

親子西武ライオンズ～親子
キャッチボールイベントin
日野市� 1010905ID

日時 ３月16日㈯9:３0～11:３0※小雨実
施
会場 万願寺中央公園グラウンド
内容 ライオンズOBによるボールの
投げ方や打ち方のレッスン、チーム
に分かれての試合形式など
対象 5歳～小学4年生と保護者
定員 50組100人※申込多数の場合抽
選
申込 2月15日㈮(必着)までに〒191-
0024万願寺1-３-1-３01㈱フクシエン
タープライズ日野営業所へ 往復はがき
で。往信用裏面に郵便番号・住所・
参加者全員の氏名・年齢・電話番号
を、返信用表面に住所・氏名を記入
問 同営業所（☎514-9178）

子供・保護者向け
地域の親子と子育てサークル
の交流会～みんなで子育て一
緒にあそぼう！� 1010889ID

日時 2月21日㈭①10:00～10:３0②10:45 
～11:３0

会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
内容 ①親子で遊ぼうコーナー～トン
ネル遊び・フラフープ・ボール遊び・
玉いれなど②お楽しみタイム
対象 乳幼児と保護者
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）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1008503ID

日時 2月2３日㈯15:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 生後３～5カ月の乳児※初めての
方優先
定員 12組
申込 2月7日㈭10:00から電話
問 地域子ども家庭支援センター多
摩平「はぴはぴ」（☎589-1260）

発達支援講演会「笑顔で生活
を送るための関わり・対応の
コツ～小学校入学までに身に
付けたい3つのこと」�
� 1010879ID

日時 ３月16日㈯14:00～16:00
会場 エール（発達・教育支援センター）
講師 榎本拓哉氏（明星大学非常勤講
師・臨床心理士）
定員 申込制で先着50人
申込 2月4日㈪9:00から発達・教育支
援センター（  hattatsu@city.hi 
no.lg.jp）へ電話またはEメールで。
氏名・電話番号を記入
その他 1歳～未就学児先着8人の保育
あり（電話申込）
問 発達・教育支援センター（☎589-
8877）

趣味・教養
梅まつりの京王百草園で小島
善太郎作品を展示
� 1011091ID

　昭和初期を代表する洋画家・小島

善太郎（写真）は、晩年を百草で過ご
しました。小島善太郎記念館が所蔵
する晩年の絵画やパリ時代の小物な
どを百草園で展示します。
日時 2月14日㈭～24日㈰9:00～17:00
会場 京王百草園（百草）
費用 ３00円※小人100円
問 京王百草園（☎591-３478）
▶小島善太郎記念館が臨時に開館
し呈茶サービス
日時 2月19日㈫・21日㈭10:00～16:00
会場 小島善太郎百草画荘
費用 ３00円※小・中学生100円
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

障害者のためのイベント・社
会交流事業～映画鑑賞会
� 1007934ID

日時 2月6日㈬1３:20～15:00
内容 映画「メアリと魔女の花」
対象 身体（車いす可）・知的障害の
方およびボランティア
定員 申込制で先着３0人
申込 2月1日㈮から電話※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）

オペラ歌手による音楽朗読劇
「百年咲いた花」～オペラと
歌謡曲の出逢い� 1011092ID

　オペラ歌
手が歌謡曲
を歌うなど、
異なるジャ
ンルの音楽
の融合を通
して、クラシ
ック音楽の
魅力を感じ
てください。
日時 ３月9日㈯1３:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 田悠平氏、川上茉梨絵氏など
費用 前売３,000円※学生2,000円
チケット 市民会館・七生公会堂また
は野ばらプロジェクト HP から
問 同プロジェクト（☎84３-1795）

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 2月9日㈯…伊藤美樹氏

（ボーカル）、八木秀子氏・湯本佳子
氏・石井美香氏（クラリネット）、松
島文代氏・永町匡世氏（ピアノ）、栗
山美奈子氏（ベース）、2３日㈯…吉原
雄一氏（バイオリン）、桜井清威氏（ピ
アノ）。いずれも12:３0～1３:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

郷土資料館企画展「ひの宝モノ
語り」関連講座①みんなで遊ぼ
う！たこ揚げ・竹とんぼ・紙飛
行機②くらしの道具に光をあ
てる～北多摩×南多摩�
� 1010893ID

▲ひよこの水飲み

くらしの道具は意外とおもしろい！

▲糸枠（いとわく）

日時 ①2月17日㈰②３月17日㈰いず
れも1３:00～15:00
会場 中央公民館高幡台分室　　
内容 ①昔の遊び道具を作って楽し
む②多摩地域の南北から博物館の資
料を考える
対象 ②中学生以上の方
定員 申込制で先着各３0人
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

▶ロビーコンサート（第20回ホワイ
エライブ）
日時 2月1３日㈬15:00～16:00
出演 ミュージック・ノート（ジャズ）
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 2月27日㈬15:00～16:00
定員 先着50人

記念行事・フェスタ・複合行事
日野市立病院患者の会・がん
患者の会「青葉の会」4周年記
念講演会～内視鏡のはなし�

　がん患者と家族などの思いや不安
に寄り添い、がん患者の自分らしい
生き方を応援しています。
日時 2月2３日㈯1３:３0～15:３0
会場 イオンモール多摩平の森イオン
ホール※直接会場へ
講師 林篤氏（市立病院診療部長・内
視鏡室長）
定員 200人
問 NPO法人ホスピタリティーひの

（酒井☎080-1144-2448）

ひの在宅医療・介護
サービスフェア

　住み慣れた家で自分らしく暮らし続けることについて、医療と介
護の専門職がその場で皆さまの疑問に答えます。介護ベッドや車い
すなどの体験もできますので、ぜひお気軽にお越しください。
日時 2月24日㈰1３:00～16:00
会場 イオンモール多摩平の森イオンホール※直接会場へ
①講演・パネルディスカッション「在宅療養の基本を知ろう！」
講師 望月諭氏（日野のぞみクリニック医師） 
 パネリスト 医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師、医療ソーシャルワー
カー、ケアマネジャー、介護サービス事業所職員、地域包括支援セン
ター職員
定員 先着80人
その他 手話通訳あり
②個別相談、介護ベッドや車いすなどの展示・体験、スタン
プラリー（景品あり）

1010838ID問 在宅療養支援課（☎514-8189）

第２回
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