
催 し
スポーツ

市民体育大会
中学生バレーボール競技（6人制大会）
日時 9/18㈷9:00から 会場 市民の森
ふれあいホール 対象 市内在住・在
学の中学生で編成されたチーム※チ
ーム代表者は9/6㈬18:30から南平体
育館で行う代表者会議に出席 申込 
9/1㈮（必着）までに要項添付の申込
書（市役所3階文化スポーツ課、南平
体育館、市民の森ふれあいホールに
あり）を〒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（ FAX 582-5770）へ郵送、FAXま
たは持参 問 日野市バレーボール連

盟（天野☎090-6479-0237）
ソフトテニス競技  日時 10/1㈰※雨
天の場合は8㈰ 会場 多摩平第一公園
テニスコートなど 対象 市内在住・
在勤・在学者・連盟加入者 申込 9/
15㈮（必着）までに要項添付の申込書
（市役所3階文化スポーツ課、南平体
育館、市民の森ふれあいホールにあ
り）を〒191-0022新井298-4日野市ソ
フトテニス連盟（若尾  tymam@
jcom.zaq.ne.jp）へ郵送または メール
問 同連盟（若尾☎080-5679-6485）

ちょこっとウオーキング～平
山城址公園ウオーキング
日程 9/2㈯※小雨実施 集合 9:30平山
城址公園駅前、平山城址公園内中央
広場口解散 内容 公園内ガイドあり 
距離 約5キロ 定員 申込制で先着30人 

持ち物 雨具、飲み物 その他 参加者
に「ひの新選組ポイント」200ポイ
ント付与シールをプレゼント申込
8/17㈭～9/1㈮9:00～17:00に電話
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
問 同プール（☎583-5266）

救急の日スペシャルイベント～身近
な応急手当と心肺蘇生体験講座  日時 
9/9㈯10:00～12:00 会場 同館 定員 20
人 費用 500円（フェイスシールド代）
申込 9/8㈮までに電話
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 
9/1㈮ ①11:00～11:30②11:30～12:00 
会場 同プール※直接会場へ 費用 入
場料別途

9/1㈮から
チケット
販売開始

めざせ未来のアスリート！
平成29年度

「日野スポーツスクール」
参加者追加募集

日時・内容・対象・定員  下表の通り
会場 市民の森ふれあいホール※ジョギ
ングのみ市民陸上競技場
費用 ①教室参加費（毎回）…200円※ジョ
ギング・中学生以下・65歳以上の方100
円②保険料…1,850円※中学生以下1,450
円、65歳以上の方1,000円
申込 8/19㈯～ 26㈯（必着）までに所定の
用紙（体育協会 HP または市民陸上競技
場にあり）を日野本町7-12-1日野市体育
協会へ保険料を添えて申込※中学生以下
の申込は保護者の同意（押印）が必要
問 日野市体育協会（☎582-5770）、市文
化スポーツ課（☎514-8465）

9月は認知症を知る月間
わたしたちの行動で地域の輪を創ろう！

  認知症市民啓発講座

申込不要のイベント

申込が必要なイベント

9月は認知症を知る月間

　市では、9/21の世界アルツハイマーデーにあわせ、９月を「認知症を知る月間」としています。
　市民の皆さまが認知症について知り、地域で認知症の方を支えるための行動を起こすきっかけとしていた
だけるよう、市内の認知症関連団体や機関とともにさまざまなイベントを開催します。ぜひご参加ください。

9/3㈰13：00～16：30
ひの煉瓦ホール（市
民会館）
市内在住・在勤・在学
者など
1,000人
1,000円※収益の一部

を、認知症の家族会など認
知症の方や家族を支援する
団体へ寄付

ひの煉瓦ホール、
日野市社会福祉協議会で販売

 9/27㈬10：30～12：30
 イオンモール多摩平の森イオンホール
 「認知症の方を介護する家族のメンタ
ルヘルス」…八幡憲喜氏（南平 山の上クリニック院
長）、「食べること・飲み込むこと～認知症との関係」…
柏﨑靖弘氏（山の上ナースステーション言語聴覚士）
 認知症の方とその家族・関心のある方
 150人

▶だれでも交流広場
9/27㈬13：30～16：00
イオンモール多摩平の森イオンホール
認知症カフェ、認知症啓発紙芝居映像「だいす

きだよ。おばあちゃん！」上映、介護食試食コー
ナー、お食事困りごと解決コーナー、小規模多機能
ホーム紹介コーナー、よろず相談コーナーなど

▶図書館での関連書籍の紹介
9/1㈮～30㈯
日野図書館、百草図書館

▶認知症啓発パネル展示
①9/1㈮～29㈮②9/1㈮～28㈭（予定）
①市役所1階市民ホール壁面②Tree HALL（多摩

平3-1-1Tomorrow PLAZA内）

9/7㈭13：30～15：00
特別養護老人ホーム浅川苑（高幡）

▶食べること・飲み込むことについて

▶認知症の基礎知識と若年性認知症
について

▶住み慣れた地域で家族と交流を持
ちながら最期を迎える

高齢福祉課（☎514-8496）、ひの社会教育センター（☎582-3136）問

日野市民でつくる
認知症チャリティコンサート

日時
会場
内容

日程
会場

日程
会場

日時
会場

対象

定員
費用

チケット

日時
会場

9/9㈯14：00～15：00
多摩若年性認知症総合支援センター（大坂上）

日時
会場

9/11㈪10：30～12：00
電話
　 南平ふれあいサロン（野澤☎090-4052-5316）

日時
申込
会場・問

▶医師による認知症講話
9/21㈭13：30～14：30
多摩平の森の病院（多摩平）

日時
会場

▶❶認知症サポーター養成講座❷認知
症サポーターステップアップ講座

9/22㈮①13：00～14：00②14：30～16：00
勤労・青年会館

日時
会場

▶無料医療相談会

▶認知症家族介護者支援講座

9/22㈮13：30～15：00
多摩平の森ふれあい館

日時
会場

日時
会場
内容・講師

対象
定員

　特に記載のないものについては　　ひの社
会教育センター（☎582-3136　　581-0647
info@hino-shakyo.com）へ電話または申込
書（市役所２階高齢福祉課、市内各地域包括支
援センターなどにあり）をFAXまたはメール

▶第１部…認知症をテーマにした劇（四中演劇部）と
お話、みなさんといっしょに歌おう「懐かしのうた」（認
知症家族会）
▶第２部…チャリティコンサート　出演 岡島二朗、小
林和子、SIO など

申込

種  目 日  時※2 定員 対象※3

ジョギング 月曜日 18：30～19：30 25 中学生以上

少林寺拳法※1 水曜日

18：00～20：00

15 小学生以上

ボクシング 木曜日 15 小学4年生以上

ビーチボール
金曜日

20 小・中学生

剣道※1 25 小学生以上

空手道※1
土曜日

50 小学生以上

テコンドー※1 20 小学生以上

※1 保護者同伴で、幼児の参加可
※2 年末年始や大会開催時などを除く
※3 市内在住・在勤・在学者対象

東京フィルハーモニー交響楽団Ⓒ上野隆文

日時 12/17㈰15:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
第1部  ヴェルディ作曲・歌劇アイ
ーダより「凱旋行進曲」…指揮・
北原幸男、管弦楽・東京フィルハ
ーモニー交響楽団、合唱・コーラ
ルファンタジー inひの
第2部  ベートーベン作曲・交響曲
第九番ニ短調「合唱付」…指揮・
北原幸男、ソプラノ・中江早希、
メゾソプラノ・相田麻純、テノー
ル・村上敏明、バリトン・カルロ・
カン、管弦楽・東京フィルハーモ
ニー交響楽団、合唱・コーラルフ
ァンタジー inひの
チケット 9/1㈮9:00からひの煉瓦

ホール、七生公会堂、東京文化会
館チケットセンター (☎03-5685-
0650)で販売
費用 3,500円(高校生以下1,500円)
※全席指定
その他 未就学児の入場はご遠慮を
※12/8㈮までに申込制で保育あり
問 藝術文化の薫るまち㏌ひの実
行委員会(☎090-9970-0340)

※フレッシュ名曲コンサートとは、（公
財）東京都歴史文化財団が都内市区町
村および市区町村の指定する団体との
共催で開催するコンサートです。地域
のホールでクラシック音楽などの名曲
をお手頃な料金で楽しめます。また、
東京音楽コンクール入賞者など新進気
鋭の音楽家を育成支援しています

12/17㈰ ひの煉瓦ホール（市民会館）で開催
フレッシュ名曲コンサート
北原幸男×東京フィルハーモニー交響楽団

ひの第九コンサート

催
し

9 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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