
催 し
趣味・教養

古Tシャツで作る布ぞうり講
習会
日時 7月11日㈭13:30～15:30 定員 申込
制で先着20人 費用 600円 申込 7月2日
㈫～8日㈪に電話 会場・問 日野市シ
ルバー人材センター（☎581-8171）

音楽のおくりもの～大人も子
供も一緒に楽しめるクラシッ
クコンサート� 1000966ID

日時 9月28日㈯①11:00から②14:00か
ら内容 ①0歳児からのわいわい コ ン
サート②ゆったりアフタヌーンコン
サート 会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館）対象 ②のみ3歳以下は入場不可  
費用 1,000円※①3歳～中学生または
2歳以下でも1席必要な方は500円 ②4
歳～中学生500円チケット販売 同ホ
ール、七生公会堂、チケットぴあ問
同ホール（☎585-2011）

赤レンガプロジェクト～稲村な
おこコンサート� 1007584ID

日時 10月6日 ㈰14:00か ら 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）

スポーツ
市民プールオープン
� 1000993ID

　イベントなどの詳細は、日野市民
プール HP をご覧ください。
日時 7月13日㈯～9月8日㈰9:00～17:
00※7月13日㈯・16日㈫～19日㈮、9
月1日㈰～8日㈰は13:00～17:00。8月
25日㈰は休業。天候により中断・中
止の場合あり 施設内容 50㍍・25㍍・
直径10㍍円形幼児用プール※50㍍プ
ールは身長制限あり。大きな浮き具
は利用不可 対象 小学生未満は高校
生以上同伴 費用 3時間200円※中学
生以下100円 その他 衛生・安全管理、
快適利用のための利用規則あり
無料開放  日時 7月13日㈯13:00～17:00
 くまのみスライダー 日程 7月14日
㈰・15日㈷・20日㈯・21日㈰・27日
㈯・28日 ㈰、8月3日 ㈯・4日 ㈰・10

日㈯～18日㈰
�子ども水泳教室� 日時 7月22日㈪～
24日㈬①11:00～12:00②12:00～13:00
※荒天中止 内容 ①初級…蹴伸び②
中級…クロール息継ぎ 対象 市内在
住・在学の小学生で①顔まで水に潜
れる方②蹴伸びができる方 定員 各
10人 費用 500円※ロッカー代別途
100円 申込 7月10日㈬（必着）までに
〒191-0015川辺堀之内190番地先日
野市民プールへ 往復はがき  で。イベン
ト名、区分（初級または中級）、住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を、返
信用表面に住所、氏名を記入 その他 
7月13日㈯以降に結果を送付
健康マネー・エコマネー 日程 7月
16日㈫～9月6日㈮※土曜・日曜日、
祝日、8月13日㈫～15日㈭を除く 内容 
スタンプカードにポイントをためて
特典と交換
　いずれも 問 シンコースポーツ㈱
市民プール担当（☎583-5440※オー
プン時間中のみ）

味の素スタジアムで東京ヴェ
ルディ・ホームタウンデー�

1012046ID

日時 7月20日㈯19:00から 会場 味の
素スタジアム（調布市） 対戦相手 愛媛
FC 費用 1,000円※高校
生以下および65歳以上
の市内在住・在勤・在
学者は無料 持ち物 本
人 確 認 で き る も の 
申込 東京ヴェルディ 4
市ホームタウンデー 
HP （右記 QR コード）
から問 文化スポーツ
課（☎514-8465）

日野フェスタinジャイアン
ツ球場2019� 1012047ID

　読売ジャイアンツ対日本ハム2軍
試合に無料で招待します。
日時 8月3日㈯16:00から※開場は13:
00。雨天中止 会場 読売ジャイアン
ツ球場（川崎市）※京王線よみうりラ
ンド駅から無料送迎あり。観戦のみ
の場合は直接会場へ 対象 市内在
住・在勤・在学者 持ち物 対象の方で
あることが分かる本人確認書類（運
転免許証、社員証、学生証など）ま
たは本誌
�お楽しみイベント� 内容 ①打撃練習

①一般 ②無料招待
（高校生以下、65歳以上）

見学② ON YOUR MARKS～試合
前に選手と共に守備に就く 対象 中
学生以下で一人でイベントに参加で
きる市内在住・在学者定員 ①30人
②9人 申込 7月1日㈪～16日㈫に文化
スポーツ課（  sports@city.hino.
lg.jp）へ E メールで。住所、氏名、
学年、電話番号を記入※申込多数の
場合は抽選。詳細は市HP参照 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※
9:00～20:30） 1000974ID

 夏季こども水泳教室 ①早起き5日
間！こども水泳教室 日時 8月20日㈫
～24日 ㈯9:00～10:00 対象 小 学 生 
定員 15人 費用 7,500円※入場料別途
②ラクに長く泳ごう！平泳ぎ＆バタ
フライ教室日時 8月28日㈬～30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 7人 費用 
4,500円※入場料別途
　①②いずれも 申込 7月16日㈫（必
着）までに〒191-0021石田1-11-1東
部会館温水プール（  toubu.pool 
@gmail.com）へはがきまたはEメ
ールで。教室名、参加者住所・氏名、
電話番号、学校・学年、泳力を記入 
※申込多数の場合は抽選。7月19日
㈮以降に結果を通知

市民体育大会� 1003171ID

�軟式野球競技� 日程 9月8日から毎週
日曜日 会場 多摩川グラウンドなど 
費用 1チーム9,000円 その他 8月24日
㈯18:30からひの煉瓦ホール（市民会
館）で主将会議あり 申込 7月27日㈯・
28日㈰9:00～15:00に多摩川グラウ
ンド管理棟へ参加費を持参 問 日野
市軟式野球連盟（☎080-2038-3493）
 サッカー競技 日程 9月1日からの土
曜・日曜日、祝日 会場 市民陸上競
技場など 種目 男子一般（16歳以上、
30歳以上）、壮年（40歳以上）、中学生、
小学生（2年生以下、4年生以下、6年
生以下）、女子一般（中学生以上）、
レディース（25歳以上）、少女（小学3
年生以下、6年生以下） 対象 市内在
住・在勤・在学者で構成するチーム
※登録30人以内。S4級以上の審判
員の資格者がいること 費用 12,000
円※小学生・中学生・女子・レディ
ース・少女の部は6,000円。8月3日

㈯19:00から市民の森ふれあいホー
ルで開催する代表者会議で徴収 
申込 7月13日㈯（必着）までに〒191-
0011日野本町7-12-1市民陸上競技場
内日野市体育協会事務局へ申込書

（市役所3階文化スポーツ課、南平体
育館、市民陸上競技場にあり、サッ
カー連盟 HP から ダウンロード  可）を郵
送または持参※詳細は実施要項参照 
問 同事務局（☎582-5770）
 ①児童水泳記録会 ②水泳競技 日時 
8月25日㈰①9:00から②10:15から 会場 
日野市民プール 種目 ①自由形・平
泳ぎ25㍍②小・中学生、30歳代・40
歳代・50歳以上、一般の部で各種目
※①②ともリレーを除き1人2種目以

内 対象 ①市内在住の小学生②小学
生以上の市内在住・在勤・在学者 
費用 ①1人1種目100円②1種目300円、
リレー 1種目1,000円※①②とも申込
時に徴収 申込 7月12日㈮14:00～20:
00・13日㈯10:00～15:00に生活・保
健センターで 問 ①日野市水泳連盟

（多田☎080-5065-2702※土曜・日曜
日、祝日を除く10:00～17:00）②日野
市体育協会事務局（☎582-5770）

健康
シニア体力測定会
日時 7月5日㈮①9:30～10:30②10:30～
11:30※①②同内容 会場 福祉支援セ

ンター※直接会場へ 内容 体力測定
（6種） 対象 おおむね65歳以上の方 問 
日野市社会福祉協議会（☎584-1294）

今日からできる介護予防
日時 7月12日㈮10:00～11:15 会場 鹿
島台地区センター 内容 転倒予防体
操 対象 65歳以上の方 申込 電話 問 日
野市社会福祉協議会（☎584-1294）

認知症サポーター養成講座
� 1003585ID

日時 7月19日㈮10:00～12:15 会場 あ
ったカフェ（栄町） 内容 認知症の理
解を深め対応を学ぶ 問 地域包括支
援センターせせらぎ（☎589-3560）

①一般

②無料招待
（高校生以下、

65歳以上）

　各催しの詳細は、それぞれの団体へ問い合わせを。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22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（☎582-0756）
 ▶音楽の集い〜一般の部 … 
日程 10月6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27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9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7-6-16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5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13日㈯までに〒191-0003
日野 台5-17-11岩﨑 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 岩
﨑（☎582-1150）

舞踊大会
日程 10月13日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 申込 7月28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）

奇術発表会
日程 10月13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8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20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27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）

市民合唱祭
日程 10月27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6日㈯に説明会あり 申込 7月
27日㈯までに電話 問 佐野（☎
080-3155-0357）

筝曲・尺八演奏会
日程 11月17日㈰ 会場 ひの煉瓦ホ
ール（市民会館） 対象 団体 申込 
7月6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28日㈰ま
でに電話 問 岡本（☎586-7132）

美術展
日程 9月18日㈬～23日㈷ 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）

漢詩展
日程 11月14日 ㈭～17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15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）

いけばな展
日程 10月19日 ㈯・20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18日
㈮ 申込 9月20日㈮までに電話 問 
成松（☎090-5307-0836）

書道展
日程 10月11日 ㈮～13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）

菊花展
日程  10月29日㈫～11月8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）

陶芸展
日程 11月22日 ㈮～24日 ㈰ 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 内容 
1人1点 申込 9月22日㈰までに電
話 問 樋口（☎592-5008）

ボーイスカウト・ガールス
カウト野外体験会

日時  11月17日㈰10：00～15：00 
会場 多摩平第一公園 内容 ゲー
ム、ミニハイクな　

　ど 対象 小学生 
問 吉田（☎090-7195-7731）

1007009ID

15 14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


