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山梨県八ケ岳高原（標高1,400㍍付近）の
豊かな自然と季節ごとに変わる会席風
料理が自慢の宿泊施設です。

日野市民の別荘
「八ケ岳高原大成荘」のご利用を
�大成荘の申込方法
　大成荘のフリーダイヤルで先着順に受け付け。市民と在
勤・在学者は3カ月先まで予約可。締め切りは前日１7:00です。
　なお、日野市企業公社 HP 内メールフォームによるお申し
込みは2カ月先まで予約可。締め切りは１4日前です（ゴールデ
ンウィーク、小・中学校の夏休み期間・年末年始期間を除く）。
問 大成荘フリーダイヤル（☎0１20-489-57１※9:00～１9:00） 
�施設周辺の見どころ～山
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　大成荘から車で約40分の実
じ っ

相
そ う

寺
じ

の山高神代桜（写真）は、日
本三大桜の一つで、推定樹齢2,000年の国指定天然記念物。
花の盛りには南アルプスの白い雪と桜のピンクが調和して
見事な光景を作り出します。

趣味・教養
「百草の歴史を楽しむ」パネル
展2020 ～中世の大寺院真慈
悲寺と青木角蔵の百草園�
� 1013346ID

日時 2月20日㈭～26日㈬9:00～１7:00 
会場 京王百草園 費用 300円※小学生
以下１00円 その他 真慈悲寺ボランテ
ィアによる解説（１0:00～１5:00）あり 
問 郷土資料館（☎592-098１）

第13回新選組書展
� 1013468ID

　「誠」、「小
しょう

子
し

も無
む

異
い

ニ加
か

年
ね ん

在
ざ い

勤
き ん

仕
つかまつり

候
そうろう

」、「土方歳三」といった新選組ゆ
かりの文字をお題とした全国からの
応募作品をすべて展示します。
日時 3月１日㈰～4月5日㈰9:30～１7:00
※入館は１6:30まで。月曜日休館 入館料 
200円※小・中学生50円 その他 作品
数により一部入れ替えあり 会場・問  
新選組のふるさと歴史館（☎583-
5１00）

障害者のためのイベント社会
交流事業～鑑賞会「映画ドラ
えもん��のび太の南極カチコ
チ大冒険」� 1007934ID

日時 3月4日㈬１3:00～１5:00 対象 障害
者および一緒にご覧いただける方 
定員 申込制で先着30人程度 申込 2月
１7日㈪～3月3日㈫に電話またはファ
クス（FAX 582-3302）※土曜・日曜日、
祝日を除く 会場・問  地域活動支援セ
ンターやまばと（☎582-3400）

カラーセラピー講座～季節ご
とに心を振り返り、色を通し
て自分を見つめて学んでみま
しょう

日時 3月１2日㈭１3:00～１5:00、１3日㈮
１8:00～22:00 定員 申込制で各日先着
１5人 費用 １,500円（材料代含む） 申込 
電話 会場・問  勤労・青年会館（☎586-
625１）

パソコン講習会（3月）
日時・内容 右上表の通り 対象 ①以外
は文字入力ができる方 費用 ①～⑨
各2,778円⑩926円※いずれも税別、

テキスト代含む その他 個別指導（１
時間１,389円※税別）あり 申込 2月22
日㈯（必着）までに〒１9１-00１１日野本
町2-4-7日野市シルバー人材センタ
ー PC教室係へはがきで。希望講座
名と番号、住所、氏名、電話番号、OS

（分かる方）を記入 会場・問  同センタ
ー（☎58１-8１7１）

番号・講座名 日時
①初めてのパソコン（基本
操作）～電源の入切、マウ
ス操作、文字入力

3月１5日㈰・22日㈰
１0:00～１2:00

②Word-1 ～文字変換、簡
単な案内文作成

3月29日㈰、4月5日㈰
１0:00～１2:00

③Word-2 ～文章作成、表
作成、チラシ作成

3月7日㈯・１4日㈯
１0:00～１2:00

④Word-3 ～地図の作成、
4段組みの文章作成

3月2１日㈯・28日㈯
１0:00～１2:00

⑤ Excel-2 ～ グ ラ フ の 変
更、複数シートの計算など

3月6日㈮・１3日㈮
１0:00～１2:00

⑥ Excel-3 ～複合グラフ、
IF関数、Lookup関数

3月27日㈮、4月3日㈮
１0:00～１2:00

⑦ Excel VBA 入門～タイ
マー・ストップウオッチを
組む

3月１日㈰・8日㈰
１0:00～１2:00

⑧デジカメ入門～写真の修
整、印刷、メールに添付

3月7日㈯・１4日㈯
１3:00～１5:00

⑨デジカメ応用～写真の加
工、合成、Wordに挿入

3月2１日㈯・28日㈯
１3:00～１5:00

⑩スマートフォン（スマホ
お持ちの方）～ LINEの操作

3月１5日㈰
１3:00～１5:00

赤レンガプロジェクト企画
「第28回LIVE�café�in�赤レン
ガ～宇野未祐紀LIVE」
� 1000966ID

　バイオリン
で奏でるタン
ゴ、JAZZ、
ボサノバ、ポ
ップスとバラ
エティーに富
んだライブを
お楽しみください。
日時 4月25日㈯１8:00から 出演 宇野未
祐紀氏（上）（バイオリン）、廣田ゆり
氏（ピアノ）、西川てるまさ氏（ベー
ス） 定員 申込制で先着１20人 費用 
2,000円（ワンドリンク・軽食付き） 
申込 3月１日㈰１0:00から電話※チケ
ット販売あり。詳細は問い合わせを 
会場・問  ひの煉瓦ホール（市民会館）

（☎585-20１１）

多摩川の市境を歩こう
� 1013345ID

日程 3月28日㈯ 集合 9:30福祉支援セ
ンター、１6:00京王線聖蹟桜ヶ丘駅

解散 内容 境界や地図に関する講座、
日野の地形・歴史・自然などを楽し
む多摩川方面の立川～多摩市との市
境散策 講師 講座…今尾恵介氏（地図
研究家）、散策…七生丘陵調査団 定員 
申込制で先着25人 費用 270円（交通
費） その他 昼食持参 申込 2月１9日㈬
から電話 問 郷土資料館（☎592-09 
8１）

体験学習会～化石でたどる大
昔の日野� 1013344ID

　多摩川の化石や地層から、かつて
海だったおよそ１50万年前の日野の
様子をたどります。
日程 3月１4日㈯※雨天の場合は１5日
㈰ 集合 9:30市民の森ふれあいホー
ル、１2:30同所解散 講師 松川正樹氏

（東京学芸大学名誉教授）、西田尚央
氏（東京学芸大学准教授） 対象 小学
生以上の方※小学4年生以下は保護
者同伴 定員 申込制で先着20人 申込 
2月１9日㈬から電話 問 郷土資料館

（☎592-098１）

第53回伸びゆく日野市写真コ
ンクール入賞作品展示

　アマチュア写真家の皆さまが撮っ
た市内の魅力あふれる写真を展示し
ます。市内の四季折々の自然、行事、
街の風景など、今まで知らなかった
日野を再発見できるかもしれません。
日時 2月27日㈭～3月１0日㈫8:30～１7: 
１5※日曜日を除く 会場 市役所１階市
民ホール 問 日野市観光協会（☎586-
8808※月曜日（祝日の場合は翌平日）
を除く）

子ども・保護者向け
ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1011846ID

日時 3月8日㈰１5:00～１6:00 対象 生後
3～5カ月児と保護者 定員 申込制で
先着１2組※初めての方優先 申込 2月
26日㈬１0:00から電話 会場・問  地域子
ども家庭支援センター万願寺（☎
586-１3１2）

図書館おはなし会（3月）
会場・問  高幡図書館（☎59１-7322） 
� 1013474ID

日程 3月4日㈬ 対象 0～2歳児、3歳～
未就学児、小学生以上のいずれか

催 し
その他 詳細は問い合わせ、または、
図書館 HP 参照

図書館おたのしみ会
� 1013262ID

中央図書館（☎586-0584） 日程 3月
１１日㈬・26日㈭ 多摩平図書館（☎

583-2561） 日程 3月１2日㈭（ひよこタ
イム）・25日㈬ 高幡図書館（☎591-
7322） 日程 3月１8日㈬ 日野図書館

（☎584-0467） 日程 3月１8日㈬ 百草
図書館（☎594-4646） 日程 3月27日㈮ 
平山図書館（☎591-7772） 日程 3月
１9日㈭（ひよこタイム）

　いずれも直接会場へ 対象・内容 0～
2歳児…おはなし会とおみやげの配
付、3歳以上…本の紹介・工作など 
その他 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は各館に問い合わせまたは
図書館 HP 参照

水辺のある風景
日野50選
ガイドツアー
日野市内を対岸から見てみよう

日野宿が雛
ひ な

人形とつるし雛で
彩られます！

1013497ID 　問 新選組のふるさと歴史館（☎583-5１00）
　日野宿本陣では、例年「お雛さまを愛でる会」を開催しています。
これに合わせて、一昨年からは「日野宿雛めぐり」と題して日野図書
館、中央公民館、日野宿交流館、ひの児童館、中央福祉センター、
近隣商店会でも、つるし雛の飾りつけを行っています。華やかに彩
られた日野宿周辺の雛まつりを、ぜひご覧ください。
 日野宿本陣楽市楽座文化講座「お雛さまを愛でる会」 
　明治時代の古今雛や、大正・昭和初期の雛人形・雛道具のほか、
色鮮やかなつるし雛などを日野宿本陣に展示する恒例の行事です。
日時 2月１8日㈫～3月8日㈰9:30～１7:00※入館は１6:30まで。2月25日
㈫、3月2日㈪は休館 会場 日野宿本陣 講師 枝川寿子氏（室礼ゆずり
葉講師） 協力 古布遊び・ひろの会 観覧料 200円※小・中学生50円
 日野宿雛めぐり 
日時  2月１8日㈫～3月8日㈰各施設開館時間内 休館日 日野図書館…3
月2日㈪、中央公民館…2月24日（振休）・3月2日㈪、日野宿交流館…
2月25日㈫・3月2日㈪、ひの児童館…2月23日㈷・2月24日（振休）・3
月１日㈰、中央福祉センター…2月24日（振休）・3月2日㈪※近隣商店
会は店舗ごとに異なるため中央公民館（☎58１-7580）へ問い合わせを

日程 3月7日㈯ 集合 8:45立川駅北口
１0番バス乗り場、１2:00多摩大橋南
交差点解散※日野駅までバスの案内
あり コース 啓明学園（バス移動）～
九か村取水口跡～昭和用水堰～龍津
寺の湧水～下ノ川～大日堂～拝島大
師～多摩川左岸～日野用水堰～八高
線列車衝突事故跡地と車輪～諏訪神
社の湧水～わさび田、水神社～多摩
大橋 対象 3㌔以上歩ける小学生以上
の市内在住者※小学生は保護者同伴 
定員 申込制で先着20人 費用 380円

（バス代）※解散後、日野駅までのバ
ス代１80円別途 申込 2月１9日㈬から
電話 問 緑と清流課（☎5１4-8309）

1007770ID

▲昭和用水堰

9 8広報　　　　第1465号 令和2年2月15日市役所　　　 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
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