
健康
健康づくり推進から
問 健康課（☎581-4111）

第1グループ～みんなで楽しく健康
づくり
日時 7/21㈮9:30～11:30 会場 心塾（旭
が丘）※直接会場へ 内容 健康体操、
健康講話、歌など 費用 100円 持ち物
上履き、バスタオル、タオル、飲み
物、会員証（お持ちの方）
第3グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚！
日時 7/10㈪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
タオル、飲み物
第4グループ～今日も明日も元気か
い「健康体操＆交流会」
日時 7/25㈫10:00～12:00 会場 落川交
流センター※直接会場へ 内容 らく
らく健康体操、4Gエクササイズな
ど 講師 市健康体操サポーターなど
持ち物 タオル、飲み物

40代から始めようロコモ予防
教室～伸ばそう！健康寿命
日時 7/28㈮10:00～12:00
会場 生活・保健センター
内容 簡単料理の実演と試食、ロコ
トレ（簡単な体操）
講師 健康課栄養士など
対象 40歳以上の市内在住者
定員 申込制で先着18人
申込 7/3㈪から電話
問 健康課（☎581-4111）

スポーツ
障害者スポーツ体験教室

日時・種目 7/11㈫…フロアホッケー、
25㈫…ハンドロウルいずれも14:00～
16:00 会場 市民の森ふれあいホール
参加者募集
講師 東京ヴェルディ 1969フットボ
ールクラブ㈱ 対象 行き帰りが自力
で行える小学生以上の市内在住・在
勤・在学者 定員 先着20人
ボランティア募集

内容 参加者補助、会場設営など 対象
18歳以上の市内在住・在勤・在学者
定員 各回若干人その他無償。事業中
のけがなどについては市の包括保険
で対応申込各開催日前日までに電話

ハンドロウル教室～カーリン
グを床上で行う屋内スポーツ
日時 7/11㈫・25㈫14:00～16:00※1
回のみの参加可
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
講師 住友不動産エスフォルタ㈱職員
定員 各日先着15人
持ち物 上履き
問文化スポーツ課（☎514-8465）

市民体育大会
家庭婦人バレーボール競技
日時 7/23㈰9:00から 会場 南平体育
館 対象 市内在住・在勤者 内容 家庭
婦人で編成された9人制大会 費用 1
チーム3,000円その他 7/19㈬18:30か
ら南平体育館で代表者会議あり 申込
7/12㈬までに申込書（市役所3階文化
スポーツ課、南平体育館、陸上競技
場にあり）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（FAX582-5770）へ郵送また
はFAX問日野市バレーボール連盟
（天野☎070-1397-4526、名取☎090-
2334-9499）
軟式野球競技
日時 9/3からの毎週日曜日 会場 多
摩川グラウンドなど 費用 1チーム
9,000円その他 8/12㈯18:30からひの
煉瓦ホール（市民会館）で主将会議
あり申込 7/29㈯・30㈰9:00～15:00
に申込書（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）と費用を多摩川グラウンド管
理棟へ持参 問 日野市軟式野球連盟
（☎080-2038-3493）
サッカー競技
日時 9/18からの毎週土曜・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）、シニア（50歳以上）、
アラ還（58歳以上）、中学生、小学生
（2年生以下、4年生以下、6年生以下
※いずれも8人制）、女子一般（中学
生以上）、レディース（25歳以上・5
人制）、少女（小学3年生以下・5人制、
6年生以下・8人制）対象 市内在住・

在勤・在学者30人以内で構成するチ
ーム※チームにS4級以上の審判員
資格者必須 費用 1チーム12,000円※
小・中学生の部、女子・レディース・
少女の部は6,000円※代表者会議で
徴収その他 8/5㈯19:00から市民の森
ふれあいホールで代表者会議あり
申込7/15㈯（必着）までに申込書（サ
ッカー連盟HP・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)を〒191-0011日野本町
7-12-1市民陸上競技場内日野市体育
協会事務局へ持参問 同事務局(☎
582-5770)

東部会館温水プール～いき
いき教室
会場・問 同プール（☎583-5266）
楽しく長く泳ごうクロール教室
日時 8/1㈫～3㈭9:00～10:00 対象クロ
ールで25 ㍍泳げる小学3～6年生
定員 申込制で先着7人費用 4,500円※
入場料別途 申込 7/4㈫～ 21㈮に電話
早起き5日間こども水泳教室
日時①8/8㈫～12㈯②22㈫～26㈯9:00
～10:00対象 小学生 定員 10人※申込
多数の場合は抽選 費用 7,500円※入
場料別途 申込7/17㈪（必着）までに
〒191-0021石田1-11-1 同プールへ
はがきで。氏名、学年、住所、電話番
号、泳力、希望日程を記入

記念行事
日野市老人クラブ連合会主催～
福祉大会

日時 7/20㈭9:30 ～16:00
会場ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ
内容 式典、歌、踊りなど
問 高齢福祉課（☎514-8495）

憲法記念日行事講演会～相
続の基礎知識
日時 7/22㈯10:00～12:00
会場 市役所5階505会議室※直接会
場へ
講師 小池良氏（第二東京弁護士会）
問 市長公室市民相談担当（☎514-
8094）

催 し
日時・内容・対象・定員 右表の通り会場 仲田の森
蚕
さん

糸
し

公園内自然体験広場 講師 自然体験広場ボラ
ンティアスタッフ 申込 右表の申込期限までに〒191-
8686日野市子育て課「自然体験広場自主企画」担当
へ 往復はがき で。往信用裏面に参加したい回の番号、
題名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、学年、
性別を記入※1枚で複数回申し込み可 問 子育て課
（☎514-8579）

自然体験ひろば 自然の中でおもいっきり楽しもう!
番
号 題　名 日　時 対　象 定 員 申込期限

（必着）

１ 日時計をつくろう 8/6㈰
10:00～12:00 小学生 20人 7/21㈮

2 葉っぱのしおり・標本づくり 8/6㈰
10:00～12:00

小学生※低学年は保
護者同伴推奨 10人 7/21㈮

3 石や木の枝の生き物づくり 8/12㈯
10:00～12:00

小学生※保護者同伴
の幼児は可 10人 7/28㈮

4 わくわく！ドキドキ！デイキャンプ!! 8/17㈭
15:00～20:00 小学1～4年生 42人 7/28㈮

※持ち物などの詳細は返信はがきでお知らせ。申込多数の場合は抽選

音楽祭
 ▼軽音楽祭 …日程 9/24㈰
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 7/31㈪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 10/9㈷ 会場 ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）内容 独唱、独奏な　

　ど

申込 7/12㈬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 10/29㈰会場 七生公会堂
内容 独唱、独奏な　

　ど申込 7/31㈪
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 11/3
㈷ 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 7/31㈪までに〒191-
0041南平7-26-4新井田へ はがき
で。必要事項、曲名を記入 問
新井田（☎593-3214）
市民合唱祭
日程 10/22㈰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
7/1㈯に説明会あり申込 7/26㈬
までに電話問 佐野（☎582-1565）

謡曲・仕舞大会
日程 9/30㈯会場ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）内容 独吟、連吟
な　
　ど 申込 7/28㈮までに電話問宝
生流…山内（☎583-8439）、金剛
流…佐藤（☎583-4184）、観世流
…由田（☎583-9743）

吟詠大会
日程 10/14㈯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 7/15㈯までに〒191-0011
日野本町5-14-6藤好へ郵送で。
費用を添えて必要事項、吟題、
作者、流派、本数を記入問 藤
好（☎583-7813）
民謡大会
日程 10/29㈰会場ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）対象 5人以上の団
体申込 7/29㈯までに電話問風
間（☎581-0127）
筝曲・尺八演奏会
日程 11/12㈰会場ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）対象 団体申込 7/7
㈮までに電話問 吉田（☎583-
3242）
大正琴演奏会
日程 11/23㈷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 7/30㈰までに
電話問 岡本（☎586-7132）

舞踊大会
日程 10/8㈰会場ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）申込 7/30㈰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 10/22㈰会場ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）内容 1演目5分以
内申込 7/11㈫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）

美術展
日程 10/3㈫～8㈰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 9/1㈮～ 22㈮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
記入問河辺（☎594-2502）
書道展
日程 10/13㈮～15㈰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 9/15㈮までに電話問 黒瀬
（☎583-8653）
陶芸展
日程 10/7㈯～9㈷会場ひの煉瓦
ホール（市民会館）内容 1人1点
申込 9/23㈷までに電話問 岩石
（☎583-6720）

俳句展・俳句大会
日程 10/21㈯・22㈰会場 高 幡
不動尊内容 当季雑詠2句1組
費用 1,000円申込 8/31㈭ ま で
に〒191-0001栄町4-11-9矢島へ
郵送で。費用を添えて必要事項

を記入問 矢島（☎583-2184）

いけばな展
日程 10/28㈯・29㈰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10/27㈮
申込 8/27㈰までに電話問 成松
（☎090-5307-0836）
菊花展
日程 10/29㈰～11/10㈮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
10/27㈮までに電話問 西野（☎
582-4381）
漢詩展
日程 11/9㈭～12㈰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
10/10㈫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）

ボーイスカウト・ガール
スカウト野外体験会
日時 11/19㈰10：00～15：00会場
万願寺中央公園内容 ゲーム、
ミニハイク、活動展示な　

　ど対象
小 学 生問 吉 田（ ☎090-7195-
7731）

　各催しの詳細は、それぞれの団体へ
問い合わせを。はがきまたは郵送による
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）

問文化スポーツ課（☎514-8465）

催
し

催
し

広報　　　　第1402号 29.7.1 1213 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


