
趣味・教養
日野産農産物を使った手作
りパン教室

日時 3/13㈪､ 3/14㈫10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー クランブルブレッドなど
定員 申込制で各日先着10人 費用
2,300円持ち物 エプロン、お手拭き、
筆記用具、持ち帰り用袋 申込 パン
教室ラ・リュンヌ（竹内☎090-7284-
1947）へ電話 問 都市農業振興課（☎
514-8447）

野菜づくり何でも相談会
日時 3/18㈯10:00～12:00 会場 七ツ
塚ファーマーズセンター 内容 土づ
くり、苗選びなど 講師 JA東京みな
み、農業者、NPO法人日野人・援
農の会 定員 申込制で先着20人申込
NPO法人日野人・援農の会（佐藤☎ 
581-4407 t-satou@jcom.zaq.
ne.jp）へ電話またはメールで。住所、
氏名、電話番号を記入 問 都市農業
振興課（☎514-8447 ）

七生亭「かわせみ寄席」最終回
～大いに笑って福を呼びまし
ょう
日時 3/9㈭18:30～20:30 出演 三遊
亭圓窓（六代目）、三遊亭窓輝 定員

先着300人 費用 500円 チケット 七生
公会堂、ひの煉瓦ホール（市民会館）
で販売中 会場・問 七生公会堂（☎
593-2911）

ひの煉瓦ホール（市民会館）
ロビー 100歳のピアノによる
お昼のミニコンサート
日時・出演 3/11 ㈯…中瀬由美子氏
（弾き語り）、25 ㈯…杉浦弘美氏。い
ずれも12:30～13:00 問 同ホール（☎
585-2011）

地域活動支援センターやま
ばと～映画鑑賞会「崖の上の
ポニョ」
日時 3/10㈮9:30～11:20 対象 身体（車
いす可）・知的障害のある方および同
伴者 申込 3/9 ㈭までに電話 会場・問
やまばと（☎582-3400）

クラウドファンディング学習会
　クラウドファンディングとはイン
ターネットを通じて不特定多数の人
から少額ずつ資金を募る資金調達の
方法です。この方法を詳しく紹介す
る学習会に参加してみませんか。
日時 3/11㈯13:30～15:30 会場 市民の
森ふれあいホール 講師 岩下光明氏
（㈱まちづくり立川代表）費用 300 
円(資料代) 申込 電話 問 NPO法
人ひの市民活動団体連絡会（☎581-
6144※月曜～金曜日10:00～17:00）、
市地域協働課（☎581-4112 ）

日野宿楽市楽座文化講座～
江戸の寄席
日時 3/18㈯17:30～20:00 会場 日野
宿本陣 出演 三遊亭圓窓師匠、仕方
っ子連の皆さまなど 対象 中学生以
上 定員 申込制で先着50人 費用 700
円※中学生は550円 申込 3/4㈯～17
㈮に電話 問 新選組のふるさと歴史
館（☎583-5100 ）

普通救命講習～心肺蘇生、ＡＥ
Ｄの使用方法、窒息の手当など
日時 3/19㈰9:00～12:00 講師 日野消
防署 員 定員 申 込 制 で 先 着10人
費用 1,400円 (テキスト代) 申込
3/3 ㈮から電話 会場・問 日野消防
署（☎ 581-0119）

ビジネスセミナー＠PlanT
～高齢化社会の課題解決で
きちんと稼ぐ！
　既存事業者とは別の切り口でビジ
ネスを営む経営者のパネルトークや
体験談です。
日時 3 / 2 5㈯14:0 0～17:0 0 会場
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー）講師 神山晃男氏（㈱こころみ代
表）、佐藤未知氏（㈱チカク共同創業
者）、井口竹喜氏（㈱菊池ハイテクサ
プライ顧問）対象 創業予定の方、
高齢者向けビジネスに興味のある方
定員 申込制で先着40人 その他 1
歳～未就学児の保育あり※3/15 ㈬
までに電話 申込 産業振興課（ FAX
583-4483 sangyo@city.hino.
lg.jp）へFAXまたはメールで。住所、
氏名、電話番号を記入 問 産業振興
課（☎ 514-8442 ）

交流農園「市民親子野菜塾」
日時 4/2㈰､ 5/14 ㈰､ 6/4 ㈰､ 7/2 
㈰10:00～12:00※天候により日程変
更あり 会場 七ツ塚ファーマーズセ
ンター 内容 ジャガイモ、葉物野菜
の栽培など 講師 NPO法人日野人・
援農の会 対象 小学校低学年と保護
者 定員 申込制で先着10組 費用 1人
500円(保険料)申込 NPO法人日野
人・援農の会（佐藤☎ 581-4407
t-satou@jcom.zaq.ne.jp）へ電話
またはメールで。住所、氏名、電話
番号を記入 問 都市農業振興課（☎ 
514-8447 ）

催 し

監督 河合勇人
内容 女子高校生がチアダンス
で全米制覇した奇跡のような
本当の話。彼女たちと教師の
絆の感動青春サクセスストー
リーです！
問 観光振興課（☎514-8461）

©2017 映画「チア☆ ダン」製作委員会

広瀬すずさん主演の映画『チア☆ダン』の撮影が
ひの煉瓦ホール（市民会館） で行われました！
3/11㈯から全国東宝系で公開

日野映像支援隊
フィルムコミッション

NHK全国学校音楽コンクール4連覇
七生緑小合唱団が

東京都知事を表敬訪問
　第83回NHK全国学校音楽コンクール（小学校の部）で4年連続の金賞を受賞した七生緑小合唱団が、1/17に東京都知
事を表敬訪問しました。
　合唱団の代表が受賞の報告後、コンクールで歌った自由曲「未確認飛行物体」を披露し、小池百合子知事は「本当に
素晴らしい。感動しました。」と
合唱団の歌声をたたえ、同席し
た方々からも大きな拍手を受け
ました。
　同合唱団は平成20年4月に百
草台小と三沢台小の統合に合わ
せて結成され、コンクールに向
けた練習に励む中、地域自治会
や老人ホームでの演奏など社会
貢献活動も行っています。
　市では今後も合唱団の活動を
応援していきます。

スタンプラリーを実施中
　平成29年に大政奉還から150周年を迎えるに当
たり、京都市を中心に、幕末維新に活躍した先人
たちとゆかりを持つ自治体（全国21都市）が連携
し、記念プロジェクトを実施しています。その一
環として、参加都市を巡る幕末維新スタンプラリ
ーを実施しています。スタンプの数で旅行券など
が抽選で当たります・ぜひご参加ください。

期間 12/31㈰まで
日野市スタンプ設置場所 新選組のふるさと歴史館
開館時間 9:00～17:00※入館は16:30まで。年末

の開館は12/28㈭まで
休館日 毎週月曜日※祝日の場合は翌平日
入場料 200円
賞品 全制覇特別賞…二条城二の丸御殿大広間で
記念撮影、名人コース（7スタンプ以上制覇）…5
万円分の旅行券（1人）など

問企画経営課(☎514-8047）
　平成29年に大政奉還から150周年を迎えるに当
たり、京都市を中心に、幕末維新に活躍した先人
たちとゆかりを持つ自治体（全国21都市）が連携
し、記念プロジェクトを実施しています。その一
環として、参加都市を巡る幕末維新スタンプラリ
ーを実施しています。スタンプの数で旅行券など
が抽選で当たります・ぜひご参加ください。

期間
日野市スタンプ設置場所
開館時間

休館日
入場料
賞品

記念撮影、名人コース（7スタンプ以上制覇）…5
万円分の旅行券（1人）など

市民
エキストラ
多数参加

催
し

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