
催 し
子供・保護者向け
ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ
会場・問 地域子ども家庭支援セン
ター万願寺（☎586-1312）

1008503ID
日時 3月24日㈰15:00～16:00 対象 生
後3～5カ月の乳児※初めての方優先 
定員 12組 申込 3月14日 ㈭10:00か ら
電話 

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 3月24日㈰15:00～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
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）

健康
健康づくり推進員から
ウオーキングの開催日当日の実施確
認は8:00～8:30に☎080-4347-1265へ

第1グループ～緑道を歩いて、府中
｢郷土の森｣で｢歴史家屋｣や満開の
梅を堪能しよう!  1011084ID

日程 3月5日㈫※雨天中止 集合 9:30
京王線分倍河原駅新田義貞公銅像前
広場、12:30京王線中河原駅解散※

直接集合場所へ コース 高安寺～下
河原緑道～郷土の森～府中多摩川か
ぜのみち（約6㌔）費用 300円（入園料
含む） 持ち物 飲み物、健康保険証、
会員証（お持ちの方） 問 健康課（☎
581-4111）
第2グループ～仙川の芸術と文化を
巡る   1011085ID

日程 3月14日㈭※雨天中止集合 9:30
京王線仙川駅、12:30京王線つつじ
ヶ丘駅解散※直接集合場所へ コース 
実篤公園～明照院～野川沿い（5㌔） 
費用 100円 持ち物 飲み物、雨具、帽
子、健康保険証 問 健康課（☎581-
4111）
第3グループ～笑って元気に! 健康
づくりの一里塚!  1011086ID

日時 3月18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
操サポーターなど 費用 100円 持ち物 
飲み物、タオル 問 健康課（☎581-
4111）
第4グループ～今日も明日も元気か
い・ウオーキング｢桜と湧水と湿原
とそして歴史にも触れて歩きます｣ 
 1011087ID

日程 3月26日㈫※雨天中止 集合 9:30
モノレール高幡不動駅改札口横※黄
色の小旗が目印、12:10南武線矢川
駅北口解散※直接集合場所へ コース 
根川緑道～ママ下湧水公園～四軒在
家公園～矢川緑地～矢川上公園（5.5
㌔） 持ち物 飲み物、雨具、帽子、健
康保険証 問 健康課（☎581-4111） 

地域介護予防活動支援事業
問 日野市社会福祉協議会（☎584-
1294）

 シニア体力測定会  日時 3月12日㈫
13:30～15:30※14:30ま で に 会 場 へ 
会場 中央福祉センター 内容 握力測
定など6種目の測定 対象 65歳以上
 歌謡笑（軽体操を含む）  日時 3月20
日㈬13:30～15:00 会場 平山苑地区セ
ンター 対象 65歳以上
　いずれも 申込 電話

ひの筋サポーター養成講習
日時 3月19日㈫13:30～16:30 会場 中
央福祉センター 内容 介護予防の理
論、ひの筋体操の実際、体力測定の
方法など 定員 申込制で先着30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
スプリングフェスタひの～カ
ラオケ参加者募集

日時 3月30日 ㈯15:00～16:00※ 雨 天
中止 会場 日野中央公園 定員 申込制
で先着若干人 申込 3月4日㈪8:30か
ら電話 問 （公財）日野市環境緑化協
会（☎585-4740）

趣味・教養
出張展示・ギャラリートーク
～ガラス乾板からよみがえる
100年前の豊田の風景
会場・問 中央図書館（☎586-0584）
� 1011073ID

　昨年郷土資料館で展示したガラス
乾板写真約20点の出張展示です。
日時 ①3月12日㈫～24日㈰※月曜日
休 館 ②3月16日 ㈯14:00～14:30 講師
②郷土資料館学芸員

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21回ホワイエ
ラ イ ブ ）  日時 3月13日 ㈬15:00～
16:00 出演 中村春美氏（声楽） 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 3月27日 ㈬15:00～
16:00 定員 先着50人

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 3月9日㈯…坂下智穂氏
（ピアノ）、23㈯…上原歩香氏（アル
トサックス）、井上靖彦氏（ピアノ）。
いずれも12:30～13:00 会場・問 同ホ
ール（☎585-2011）

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。
 コーラス教室  日時 3月14日㈭・28
日㈭13:30～15:30 会場 平山台健康・
市民支援センター 講師 若山千恵子
氏（合唱指導員） 費用 400円
 絵画教室  日時 3月14日㈭・23日㈯
13:30～16:00 会場 平山台健康・市民
支援センター 講師 神野叙一氏（水彩
画指導員） 費用 600円
 ぶらり街歩き  日程 3月15日㈮ 集合
10:00JR高尾駅北口、14:00京王線高
尾山口駅解散 コース 梅林めぐり～
峯尾豆腐～駒木野庭園～高尾599ミ
ュージアム費用 600円※交通費・入
場料・昼食代実費

地域貢献事業～とうげい教室
日時 3月17日㈰10:00～11:00 会場 つば
さ（旭が丘） 内容 粘土で湯飲みまたは
茶わんを制作。いずれも陶芸窯で焼
き、後日お渡し 対象 日野市または八
王子市在住の方※未就学児は保護者
同伴 費用 1個500円 申込 3月1日㈮～
12日㈫に電話※土曜・日曜日を除く 
問 つばさ（☎582-3434）

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の寄席� 1011273ID

　江戸のお座敷寄席の雰囲気を味わ
ってみませんか。
日時 3月16日 ㈯17:30～20:00 会場 日
野宿本陣 出演 三遊亭圓窓（落語）、
仕方っ子連の皆さま（落語）など 
対象 中学生以上の方 定員 申込制で
先着50人 費用 700円※中学生550円 
申込 3月5日㈫～15日㈮に電話 その他 
3月16日は同講座開催のため日野宿
本陣は閉館時間を15:00に変更。会
場にはエアコンが無いため、暖かい

服でお越しを 問 新選組のふるさと
歴史館（☎583-5100）

天然理心流剣術演武
� 1011272ID

　幕末の日野で普及し、土方歳三・
井上源三郎ら新選組隊士が習得した
天然理心流剣術の演武を行います。
日時 3月16日㈯10:00～11:30 会場 新
選組のふるさと歴史館前庭※雨天の
場合は同館内 出演 井上雅雄氏（井上
源三郎子孫）、天然理心流日野道場
の皆さま 費用 200円（観覧料）※小・
中学生は50円 問 新選組のふるさと
歴史館（☎583-5100）

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

 はじめての水中ウオーキング  日時 
3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 3月7日㈭まで

に電話
 初心者のためのドル平こども水泳
教室  日時 ①4月3日～5月15日の毎
週水曜日②4月4日～5月16日の毎週
木曜日いずれも16:00～17:00※5月1
日㈷・2日㈭は休み 対象 水慣れはで
きているが泳げない小学生 定員 若
干人※申込多数の場合は抽選 費用 
9,000円※入場料別途 申込 3月15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 
その他 3月20日㈬以降に結果を通知

姉妹都市レッドランズでも流
行のピックルボール体験会

1011274ID

日時 3月23日㈯9:00～12:00…初心者
向け体験会、13:00～16:30…経験者向
け交流会※見学自由 会場 市民の森
ふれあいホール 定員 40人 申込 日野
ピックルズ（佐藤  jpa.8thprince 
@gmail.com）へEメールで 問 シテ
ィセールス推進課（☎514-8098）

全国学校給食甲子園決勝大会で優秀賞を受賞
1011281ID

　戦場の傷跡が残るバルカン半島で、民族共栄を願って日本人指揮者・柳澤
寿男氏が設立したバルカン室内管弦楽団による日野特別公演です。
日時 5月18日㈯18:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 内容 チャイコフスキ
ー ｢弦楽セレナーデ｣、モーツァルト｢ピ
アノ協奏曲第1番ヘ長調 K.37｣など 出演 
柳澤寿男氏（指揮）、 吉村美華子氏（ピア
ノ）、村上敏明氏（テノール）、バルカン
室内管弦楽団、コーラルファンタジー
inひのなど 入場料 3,000円※高校生以下
1,000円、全席指定 チケット販売3月1日㈮
からひの煉瓦ホール（市民会館）、七生公
会堂（窓口のみ）、e+（イープラス）で販
売 問 日野市市民会館文化事業協会（文化
スポーツ課内☎514-8462）

　多摩地区唯一のウルトラマラソンである｢鬼あし｣にボランティアとして参
加し、一緒にランナーを支えましょう。
日程 5月11日㈯ 集合 7:30市民陸上競技場。17:00同所解散 内容 大会本部での受
付などの業務または各エイドステーションでの給水業務 その他 昼食、飲み
物、交通費、タオル、Tシャツを支給予定※交通費は一律2,000円 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、
年齢、当日連絡の取れる電話番号、Tシャツサイズ（S・M・L・LL）を記入

問 文化スポーツ課（☎514-8465）

バルカン室内管弦楽団日野特別公演

歳の鬼あし多摩川ランニング大会の
ボランティアを募集

1011275ID

1005532ID

▲柳澤寿男氏（左）、村上敏明氏

一小お披露目会

1004067IDジュニアリーダー講習会スタッフ募集
　市ジュニアリーダー講習会では、市内の小学5年～中学生の子供たちが集ま
り、キャンプなどの野外活動や地域活動などを行っています。
　講習会を企画・運営し、子供たちと一緒に楽しく遊んでくれる高校生・大学
生・社会人のボランティアスタッフを募集します。
対象 高校生～おおむね30歳の方 申込書配布 市役所2階子育て課、市内各児童館
にあり、市 HP から ダウンロード  可 申込 3月20日㈬（必着）までに〒191-8686日野市
役所子育て課へ申込書を郵送または持参 問 子育て課（☎514-8579）

　｢優秀賞（三井製糖賞＝特に味のバランスに優れていた）｣を受賞した一小の給
食お披露目会を開催します。
日時 3月16日㈯11:45から 会場 一小 定員 申込制で先着180人 内容 黒米ごはん、
なんちゃってロールキャベツ、かき玉汁、ごまあえ、牛乳※アレルギー対応は
ありません 費用 1人500円 申込 3月4日㈪から電話 その他 駐車場なし。公共交通
機関のご利用を 問 学校課（☎514-8749、514-8723）
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