
指導補助 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 各日先着20人
ボランティア募集
　東京ヴェルディ 1969のコーチと一
緒に障害者スポーツの体験教室の参
加者補助を一緒に行いませんか。
日時 3/14㈫･28㈫14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール
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 各日若干人
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 実施日前日までに電話

健康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

第2グループ「高尾梅林ウオーキン
グ～小仏より5カ所の梅林巡り」
日程 3/16㈭※雨天中止
集合 10:00小仏バス停広場（JR高尾駅
前より小仏行きバス終点）※直接集
合場所へ、14:30高尾駅解散
コース 木下沢～湯の花～天神～関
所～駒木野庭園～遊歩道
持ち物 弁当、飲み物、雨具、帽子、
健康保険証
第3グループ「笑って元気に！健康
づくりの一里塚」
日時 3/13㈪13:30～15:30
会場 大坂上3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 飲み物、タオル、上履き
第4グループ活動「今日も明日も元
気かい～下河原鉄道の廃線跡をた
どり歴史・文化・自然に触れます」
日程 3/28㈫※雨天中止
集合 9:30京王線府中駅北口改札、
12:30分倍河原駅解散※直接集合場
所へ
コース 下河原広場公園～矢崎町防災
広場～伝説の道～郷土の森公園～分
倍河原古戦場碑（ 7 ㌔）
持ち物 弁当、飲み物、雨具、帽子、
健康保険証

石田1-11-1東部会館温水プールへは
がきで。住所、氏名、学年、電話番
号、希望コースおよび泳力を記入※
3/17㈮以降に抽選結果通知

平山台文化スポーツクラブ
問 同クラブ（☎506-9979）

ぶらり街歩き～駒込・巣鴨界隈
日程 3/10㈮
集合 10:00JR駒込駅
コース 駒込駅～古川庭園（5㌔）
費用 500円※交通費別途
申込 同クラブ（FAX506-9979 hira
yamadai@hop.ocn.ne.jp ）へ 電
話、FAX、または メールで。氏名を
記入
山歩き～鷹取山
日程 3/28㈫
集合 8:10JR分倍河原駅川崎行ホーム
前寄り（8:17発電車）、14:00追浜駅解
散
コース 武蔵小杉駅～横浜駅～京急
神武寺駅～鷹取山登山口～神寺山～
鷹取山～磨崖仏
費用 500円※交通費別途
申込 同クラブ（FAX506-9979 hira
yamadai@hop.ocn.ne.jp ）へ電話、
FAX、またはメールで。氏名を記入
作陶展
日時 3/14㈫～19㈰10:00～17:00※
最終日は16:00まで
会場 とよだ市民ギャラリー

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 3/14㈫･28㈫14:00～16:00※1回
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㈱
定員 各日先着15人
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

障害者スポーツ体験教室参加者・
ボランティア募集
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

参加者募集
日時・種目 ①3/14㈫…ボッチャ②
28㈫…ダンスいずれも14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
特別講師 ①秋元妙美氏（2012年ロン
ドンパラリンピック出場）

は、市内の小学5年～中学3年生の子
供たちが集まり、キャンプなどの野
外活動や地域活動を行っています。
講習会に先立ち、講習会を企画・運
営し、子供たちと一緒に楽しく遊ん
でくれる高校生・大学生・社会人の
ボランティアスタッフを募集します。
詳細は申請書（市役所2階子育て課、
市内各児童館で配布）または市HPを
ご覧ください。
対象 高校生以上でおおむね30歳まで
申込 3/22㈬（必着）までに子育て課へ
申請書を持参
問 子育て課（☎ 514-8579）

東京しごとセンター多摩の
就業支援（3月）
内容 29歳以下対象の若者・中小企
業交流会など
その他 詳細は同センターHP参照
問 同センター多摩（☎042-329-4524）

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）

体に負担をかけない水中での歩き方のコ
ツ～無料水中ウオーキングアドバイス
日時 3/3㈮11:00～11:30
その他 直接プールサイドへ。入場
料別途
楽に長く泳ぎたい方・より速く泳ぎた
い方向け～無料スイミングアドバイス
日時 3/3㈮11:30～12:00
その他 直接プールサイドへ。入場
料別途
ラクラク息継ぎを覚えよう～ 3日間
水泳教室
日時 3/29㈬～31㈮15:30～17:00
対象 水慣れができている新小学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 3/3㈮～17㈮に電話
初心者のためのドル平こども水泳教室
日程 ①水曜日コース…4/5～5/17※ 
5/3は休み②木曜日コース…4/6～
5/18 ※5/4は休み
時間 16:00～17:00
対象 水慣れはしているが泳げない
小学生
定員 ①3人②5人
費用 9,000円※入場料別途
申込 3/10㈮（必着）までに〒191-0021

子供・保護者向け
みんなで話そう！シングル
ママ・パパの集い
日時 3/11㈯15:00～16:30
内容 ひとり親同士で気軽におしゃ
べり※お子さまも一緒に参加可
会場・問 地域子ども家庭支援セン
ター多摩平（☎ 589-1260 ）※今回は
同センター万願寺から会場変更

（社福）おおぞら「とうげい教
室」
日時 3/26㈰10:00～11:00
会場 つばさ（旭が丘）
内容 干支の置物の絵付け、湯のみ
か茶碗の作成※いずれも陶芸窯で焼
いた後、渡します
対象 小学生までと保護者
費用 500 円（材料費）
申込 3/15 ㈬までに電話※土曜・日

曜日を除く。詳細はHP参照
問 つばさ（☎ 582-3434 ）

記念行事・フェスタ
国際交流フェスティバル
日時 3/5㈰10:00～15:00
会場 生活・保健センター
内容 日本語教室に学ぶ外国人学習
者のスピーチ、地域の生活ごみをテ
ーマにしたトークセッション、フォ
ルクローレの演奏など
費用 500円（軽食含む）※小学生以下
無料
問 日野市国際交流協会（☎586-9511 
※日曜日を除く9:00～17:00）

スプリングフェスタひの～
カラオケ参加者募集
日時 3/25㈯15:00～16:00(予定 )※
雨天中止
会場 日野中央公園
定員 申込制で若干人
申込 3/3㈮8:30から電話

問 日野市環境緑化協会（☎585-4740）

生活・環境
手作り石けん販売
日時 3/9㈭13:00～14:00※完売終了､
降雪､ 残雪の場合は中止
会場 生活・保健センター前庭
問 日野第一生活学校（☎581-0265）

今月の農あるまち日野～七ツ
塚ファーマーズセンター「み
のり處」出張販売

日時 3/9㈭･23㈭12:00～13:00
会場 市役所1階正面玄関付近
問 都市農業振興課（☎514-8447）

高年齢者の就職支援セミナー
「いきいきとしたライフスタ
イルと仕事再発見」
日時 3/16㈭13:30～16:00
会場 生活・保健センター
内容 応募書類の書き方、面接対策
講師 中村康雄氏（キャリアコンサル
タント）
対象 おおむね55歳以上の方
定員 申込制で先着50人
申込 電話
問 しごとサポートひの（☎586-9517）

福祉が分かる、経験が活かせ
る！協力者募集「在宅高齢者
ケアサービス事業説明会」
日時・会場 ①3/9㈭10:00～11:30…中
央福祉センター②13㈪13:30～15:00
…福祉支援センター
内容 事業および活動参加方法
申込 日野市社会福祉協議会在宅サ
ービス係（ info@hinosuke.org）へ
電話または メールで。氏名、年齢、電
話番号を記入
問 同協議会（☎591-1567）

平成29年度ジュニアリーダー
講習会スタッフ募集
　日野市ジュニアリーダー講習会で

ななお「土曜のひろば」遊学講座
前期受講生募集

日時 4～9月の毎月第2・第4土曜日
9:00～12:00
会場 七生中など
対象・定員・費用 下表の通り
申込 3/10 ㈮（必着）までに〒191-8686 
日野市生涯学習課ななお「土曜のひろ
ば」遊学会係へ往復はがきで。往信用
裏面に住所、氏名（ふりがな）、保護
者氏名、講座名、学校名、新学年、
電話番号を、返信用表面に住所、氏
名を記入
問 生涯学習課（☎514-8765）

催 し

　土曜のひろばで教えてくれる先生は近所の方々。
学校や家庭とは違うことが学べます。

講座名 自然観察科学 木工工作 初歩の電子工作 ふるさと探検
初回費用 約4,500円（宿泊費） 約4,500円（材料費） 約4,500円（材料費） 交通費など
保 険 料 530円(宿泊分含む) 330円
対 象
※ 新小学３年生 新小学４年～中学3年生 新小学５年～中学3年生 新小学３年～６年生

募集人数 4人 10人 6人 10人
内　 容 ・植物観察と記録、標本

つくり
・浅川の水生生物の調査、
観察
・昆虫採集と採集記録　
など
※7/22㈯～ 23㈰に宿泊
講座

・道具の使い方や手入れ
・ノミ、カンナ、ノコギリ
を使う 
・図面を書く
・箱を作るなど

・ゲルマニウムラジオ
・電子オルゴール基板に
ハンダ付け
・マイコンの初歩、抵抗と
コンデンサー、マイコン・
ＬＥＤ点滅
・電子サイコロ、ライント
レースロボットなど

・平山城址公園を訪ねて
・七生丘陵の開発のことを
調べる
・小島善太郎記念館見学
・高幡不動とその周辺を
調べるなど

※市内在住者対象

催
し

催
し
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