
催 し
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 4
月3日㈮①11:00～11:30②11:30～12: 
00※直接会場へ 費用 入場料別途
定例大人の水泳教室  日時 4月の毎
週水曜・土曜日12:30～13:30※4月29
日㈷を除く 対象 18歳以上 定員 10人 
費用 5枚つづり5,500円のチケット購
入制※入場料別途

初心者サッカー教室
� 1007747ID

　試合形式を取り入れて、簡単な実
技やルールについて説明指導します。
日時 4月4日㈯～12月のおおむね土
曜日8:30～9:30または8:30～10:00※
全20回 会場 浅川スポーツ公園グラ
ウンドなど 講師 サッカー協会指導
資格者 対象 ①未就学児（年中または
年長）②小学1・2年生 定員 申込制で
先着①25人②15人 費用 8,000円（保険
料含む）※初回時に徴収 申込 電話 問 
グラウンド等指定管理者㈱フクシ・
エンタープライズ（☎514-9178）

市民体育大会～少年軟式野球
競技・少年軟式野球連盟春季
大会� 1003171ID

日程 4月12日からの毎週日曜日 会場 

万願寺中央公園グラウンドなど 対象 
市内在籍者で構成された小学生チー
ム・中学生チーム 費用 1チーム2,000
円※主将会議（3月28日㈯18:00から
生活・保健センターで開催）で徴収 
申込 3月21日㈯17:00（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日野市
少年軟式野球連盟へ申込用紙（少年
軟式野球連盟 HP から ダウンロード  可ま
たは市役所3階文化スポーツ課、市
民陸上競技場にあり）を郵送または
持参 問 同連盟（熊谷☎090-2239-934 
8）、同協会事務局（☎582-5770）

子ども・保護者向け
図書館おはなし会（4月）
� 1013491ID

高幡図書館  日程  4月1日㈬ 問（☎59
1-7322）
中央図書館  日程 4月8日㈬・23日㈭
問（☎586-0584）
多摩平図書館  日程 4月9日㈭（ひよ
こタイム）・22日㈬問（☎583-2561）
日野図書館  日程 4月15日㈬ 問（☎
584-0467）
百草図書館  日程 4月15日㈬ 問（☎
594-4646）
平山図書館  日程 4月16日㈭（ひよこ
タイム）問（☎591-7772）
　いずれも直接会場へ 対象 0～2歳
児、3歳～未就学児、小学生以上の
いずれか 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。今年度は日程・内容
に変更あり。詳細は各館に問い合わ

せまたは図書館 HP を参照

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう
� 1009504ID

日時 4月8日㈬14:00～15:00 内容 ふれ
あい遊び、おしゃべり、はぴはぴタ
イム体験 対象 ひろば利用が初めて
の生後5カ月児までと母親または妊
娠中の方 定員 申込制で先着5組 申込 
3月24日㈫10:00から電話 会場・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
健康づくり推進員ウオーキン
ググループ～根川緑道と残堀
川の春を求めて� 1013650ID

日程 4月8日㈬※雨天中止 集合 9:30新
町交流センター（日野駅改札口から
案内あり）、12:30昭和記念公園西立
川口（JR青梅線西立川駅北側）解散
※直接集合場所へ コース 市民の森
スポーツ公園～柴崎体育館～根川緑
道～残堀川～農林総合研究センター

（6㌔） 持ち物 飲み物、雨具、帽子、
健康保険証 その他 解散後、公園内
でお弁当や散策がお勧め 問 健康課

（☎581-4111※開催日当日の実施確
認は8:00～8:30に☎080-4347-1265へ）

趣味・教養
パソコン講習会（4月）

日時・内容 右表の通り 対象 ①以外は
文字入力ができる方 費用 ①～⑦各2

日間で2,778円⑧・⑨各1,389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 3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、0S（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）電源の入切など

4月10日㈮・17日㈮ 
10:00～12:00 

②Word-1 
文字変換など

4月24日㈮、5月1日㈮ 
10:00～12:00

③Word-2 
文章作成など

4月12日㈰・19日㈰ 
10:00～12:00

④Word-3 
地図の作成など

4月26日㈰、5月10日㈰
10:00～12:00

⑤Word-4 
ページ番号など

4月4日㈯・11日㈯ 
10:00～12:00

⑥Excel-1
基本操作と計算など

4月18日㈯・25日㈯ 
10:00～12:00

⑦インターネットを楽し
く活用

4月11日㈯・18日㈯ 
13:00～15:00

⑧Gメールの使い方 4月4日㈯
13:00～15:00

⑨マイコンを利用した電
子工作
ArduinoUNOの実習など

4月25日㈯
13:00～15:00

⑩スマホ（お持ちの方）
LINEの操作

4月19日㈰
13:00～15:00 

パネル展～七生村の自然を今
に伝える多摩動物公園
� 1013524ID

　多摩動物公園内で見られる動植物
や昔話に登場する動物を通して、か
つての七生地域の自然を紹介します。
日時 3月26日㈭～4月23日㈭8:45～21: 
30 会場 多摩平の森ふれあい館 問 郷

土資料館（☎592-0981）

平山台文化スポーツクラブ～
燻
く ん

製
せ い

教室� 1003186ID

日時 4月11日から毎月第2土曜日10: 
00～13:00（全5回） 会場 平山台健康・
市民支援センター 講師 今井裕司氏
（燻製研究家） 費用 2,000円 申込 電話 
問 同クラブ（☎506-9979）

赤レンガプロジェクト企画「第
29回LIVE�café� in赤レンガ～
西村ヒロLIVE」� 1000966ID

　ブルースハ
ープの枠には
まらないハー
モニカによる
西村ヒロの音
楽性をぜひラ
イブでお楽しみください。
日時 5月23日㈯14:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 出演 西村ヒロ
氏（ハーモニカ） 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 4月1日㈬10:00から
同ホール（☎585-2011）へ電話 問 同
ホール（☎585-2011）

生活・環境
自然観察会（3月）～春だ、春
だ、カタクリ咲いたか!
� 1007973ID

日程 3月28日㈯ 集合 9:30日野駅東側
広場（みずほ銀行向かい側）※雨天時
も同所集合（変更の場合あり）、12:30
日野駅付近解散 内容 早春の妖精（ス
プリングエフェメラル）カタクリや
アズマイチゲがきれいに咲いた姿を

期待しよう※雨天時は新町交流セン
ターで室内学習会 講師 筒井千代子
氏（八王子自然友の会） 案内 日野み
どりの推進委員 対象 小学生以下は
保護者同伴 費用 1家族300円（資料
代） 申込 3月27日㈮までに電話 問 緑
と清流課（☎514-8307）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー～浅川を歩こう
� 1007770ID

日程 4月4日㈯ 集合 9:00大和田バス
停、12:00百草園駅解散 コース 大和
田坂下バス停～浅川左岸～八高線鉄
橋～新浅川橋～中央線鉄橋～長沼橋
～滝合橋～浅川右岸～平山橋～浅川
左岸～一番橋～浅川右岸～高幡橋～
新井橋 対象 3キロ以上歩ける小学生
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 申込 3
月18日㈬から電話 問 緑と清流課（☎
514-8309）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～DVやいじめ
について知ろう� 1011384ID

　「トラウマと向き合い、自分を大
切にすること」を一緒に考える連続
講座です。
日時 4月18日㈯13:30～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了・社会福祉
士）など 費用 500円以内※可能な範
囲での負担を その他 1歳～未就学児
の保育、手話通訳あり※4月8日㈬ま
でに電話またはファクスで申し込
み。手話は要相談 問 男女平等課（☎
584-2733  FAX 584-2748）

今年の市民フェアを盛り上げよう

まちづくり市民フェア2020

1013501ID  問 地域協働課（☎581-4112）

1013419ID 　 問 シティセールス推進課（☎514-8461）

　市民活動を行う市民が一堂に会するおまつり
「まちづくり市民フェア」を企画・運営する実行
委員会メンバーを募集します。詳細はお問い合
わせください。
 市民フェア2020実行委員会  日時 3月24日㈫
18:00～20:00※以降、月1回程度の会議を予定 
会場 生活・保健センター
 市民フェア2020開催予定  日程 10月17日㈯（前
日準備）・18日㈰ 会場 市民の森ふれあいホール

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、来場者、演舞者および関係者、そして
市民の皆さまへの感染拡大防止、安全確保を最優先に実行委員会で考慮した結果、3月
29日㈰に予定していた「第19回ひのよさこい祭」の開催を中止とさせていただきます。
　本イベントを楽しみにされていた皆さまには、ご理解いただきますようお願いいた
します。

市民環境大学
　環境科学の専門家、小
倉紀雄カワセミハウス館
長（東京農工大学名誉教
授）を講師に、身近な環境
から地球環境まで、みん
なで楽しく学びます。黒
川清流公園の四季を楽し
むフィールドワークも予
定しています。
日程・内容 右表の通り 時間 
10:00～12:00 対象 18歳以
上の市内在住・在勤者 
定員 申込制で先着20人 
申込 3月17日 ㈫～4月17日
㈮に電話（9:00～17:00※
月曜休館）

会場・問  カワセミハウス（☎581-1164）

■前期（5月14日～ 7月16日）
日程※ 内容
5月14日 地球環境問題とは

21日 物質循環（炭素、窒素、リン）と人間活動
の影響

28日 フィールドワーク①
黒川清流公園の春（湧水）

6月4日 地球温暖化と温室効果ガス

11日 フィールドワーク②
黒川清流公園周辺の気温測定（春）

18日 地球温暖化の生態系への影響と対策

25日 ヒートアイランド現象

7月2日 ヒートアイランド現象の身近な対策

9日 フィールドワーク③
黒川清流公園の初夏（植物）（公開講座）

16日 身近な環境を考える（意見交換）
※いずれも木曜日

■後期（10月15日～ 12月17日）
日程※ 内容

10月15日 水の文化、水の特異的な性質

22日 地球規模および都市の水循環

29日 仮想水（バーチャルウオーター）

11月5日 富栄養化と東京湾流域の総量規制

12日 フィールドワーク④
黒川清流公園周辺の気温測定（秋）

19日 地下水の汚染
（揮発性有機塩素化合物、硝酸塩）

26日 フィールドワーク⑤
黒川清流公園の秋（散策）

12月3日 酸性雨と越境大気汚染

10日 フィールドワーク⑥
黒川清流公園の初冬（野鳥）（公開講座）

17日 身近な環境から地球規模の環境を考え
る（まとめ）

第12期 1013484ID

実行委員会メンバーを募集

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報に掲載のイベントなどについ
て、今後中止または延期する場合があります

11 10

催
し

催
し

「第19回ひのよさこい祭」中止のお知らせ

｢第18回スプリングフェスタひの｣中止のお知らせ
 問日野市環境緑化協会（☎585-4740）

　3月28日㈯・29日㈰に開催を予定していた「第18回スプリングフェスタひの」は新型
コロナウイルス感染拡大を防止する市の方針に基づき中止とさせていただきます。ま
た来年、同時期の開催を予定していますので楽しみにお待ちください。
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