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申 電話
会場・問 勤労・青年会館（緯５８６－
６２５１）
 

　ケロこと増田裕子とポンこと平田
明子のスーパーデュオグループ。親
子で楽しめるコンサート、歌あり、
笑いあり、遊びあり、体操ありのス
テージです。
 

日時 ７/９㈯１３：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
費用 ２,５００円※中学生以下２,０００円。
３歳未満無料
その他 申込方法など詳細はＮＰＯ法
人日野子ども劇場 （http://hino-
kg１９８２.sakura.ne.jp/kodomo/）
参照
問 同劇場（緯５８３－８２２６）
 

 

日時 ３/２６㈯１０：００～１１：３０
会場 多摩川グラウンド管理棟会議室
およびグラウンド
内容 正しいグラウンド利用や整備方

市民会館文化事業協会共催事
業～ケロポンズコンサート

　
HP

スポーツ
グラウンド管理講習会

法を実技を交えながら教えます
講師 ㈱グラケン
対象 グラウンド利用者・管理者など
申 電話
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（緯
５１４－９１７８）
 

高幡不動コース　集合場所　京王線高
幡不動駅北口　見どころ　クリーンセ
ンター、日野橋周辺の桜
豊田コース　集合場所　多摩平の森イ
オンモール前広場　見どころ　旭が丘
中央公園
平山城址コース　集合場所　平山城址
公園駅　見どころ　浅川土手周辺の桜
　いずれも　日程　３/２７㈰　集合　９：００
～９：３０各コースの集合場所へ、ゴー
ルは七小　歩行距離　８㌔　持ち物　雨具、
飲み物　問　文化スポーツ課　代表緯
 

少年野球　日時　４/１３～１０/１９の月２
回水曜日１４：３０～１７：３０（全１４回）※８
月は８：００～１０：００　会場　万願寺中央
公園グラウンド　講師　日野市少年軟
式野球連盟指導者　対象　年長～小学
３年生　定員　申込制で先着３０人　費用　
１,０００円（保険料含む）
サッカー　日時　４/１６～１２/１０の月２
回土曜・日曜日、祝日の８：００～１０：
００（全２１回）※時間変更の場合あり
　会場　浅川スポーツ公園グラウンド、
多摩川グラウンド、北川原公園グラ
ウンド　講師　サッカー協会指導資格
者　対象　年中～小学１年生※初心者

さわやかウオーキング～桜咲
く花を求めて！

初心者スポーツ教室

の小学２年生可　定員　申込制で先着
２０人　　費用　８,０００円（保険料含む）
　いずれも　申　電話　問　㈱フクシ・エ
ンタープライズ（緯５１４－９１７８）
 

無料アドバイス　日時・内容　４/１㈮
１１：００～１１：３０…水中ウオーキング、
１１：３０～１２：００…スイミング　費用　入場
料　その他　直接会場へ
からだにラクラク！アクアエクササ
イズ～水中ウオーキング＆水中運動
　日時　４/１～２２の毎週金曜日Ⓐ１０：
００～１１：００Ⓑ１３：００～１４：００　定員　各２０
人　費用　５枚５,４００円のチケット購入
制※入場料別途　申　電話
　いずれも　会場・問　同温水プール
（緯５８３－５２６６※９：３０～２０：３０）
 

 

高幡図書館（緯５９１－７３２２） 
日程６㈬・２０㈬
中央図書館（緯５８６－０５８４） 
日程　１３㈬・２８㈭
多摩平図書館（緯５８３－２５６１） 
日程　１４㈭（ひよこタイム）・２７㈬
平山図書館（緯５９１－７７７２） 
日程　２１㈭（ひよこタイム）
百草図書館（緯５９４－４６４６） 
日程　２２㈮
　いずれも　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　詳細は各館に問い合わせ、ま
たは図書館 参照

東部会館温水プールいきいき教室

子供・保護者向け
図書館おはなし会（４月）

　
HP

催
し

会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
問 同センター（緯５８１－８１７１）
 

日程 ３/２６㈯※雨天中止
集合 ９：００日野図書館、１２：００解散
講師 日野宿発見隊、地元住民
対象 中学生以上の方
定員 ２０人
申 ３/１７㈭～２４㈭に電話
問 日野図書館（緯５８４－０４６７）
 

日時 ３/２６㈯１３：００～１５：００
会場 多摩川グラウンド管理棟
内容 応急処置、三角巾を使った応急
手当、蘇生法の手順、ＡＥＤの使用
方法
講師 ㈱フクシ・エンタープライズ
対象 グラウンド利用者・団体、受付
管理事務職員
費用 ５００円
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（緯
５１４－９１７８）
 

①パソコン入門・Word入門　日時　１
～２２の毎週金曜日１０：００～１２：００　②
Word基礎・応用　日時　２～２３の毎週
土曜日１３：００～１５：００　③Excel入門・
基礎　日時　１７～５/１５の毎週日曜日
１０：００～１２：００※５/１を除く　④Excel
応用　日時　２㈯・９㈯１０：００～１２：００　
⑤デジカメ応用　日時　１６㈯・２３㈯１０：
００～１２：００
　いずれも　対象　①以外は文字入力
ができる方　費用　①②③６,０００円④⑤
３,０００円　その他　３人から開講。１時
間１,５００円で個人指導あり※訪問
２,５００円　申　３/２２㈫（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、ＯＳ（分かる
方）を記入　会場・問　同センター（緯
５８１－８１７１）
 

日時 ４/６㈬１４：３０から
定員 申込制で先着１００人
費用 １,５００円※学生・８０歳以上、障害
者１,０００円、小学生以下５００円※障害
者の付き添いは要相談

日野宿発見隊「まち歩き会～
谷仲山から川辺堀之内方面」

役立つ応急手当とAED講習会

パソコン講習会（４月）

落語・三遊亭鳳志「百年目」など

 

 

日時 ３/２４㈭１３：００～１５：００※本事業
による回収は４月以降行いません
会場 生活・保健センター前庭
問 市民自治学園ＯＢ会（緯５９２－
１２５８）
 

日程 ３/２６㈯※雨天の場合は室内学
習
集合 ９：３０平山城址公園駅前、１２：００
解散
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の皆さま
対象 小学生以下は保護者同伴
費用 ３００円（資料代）
申 ３/２５㈮までに電話
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ３/２７㈰１４：００～１６：００
会場 関戸公民館（多摩市）※直接会
場へ
内容 大切な人を自死で亡くされた方
が集い気持ちや思いを分かち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ３/２７㈰９：３０～１６：３０
会場・問 リサイクル事務所（万願寺）
（緯５８１－５９６０）
 

　下記イベントのほか工作イベント
やプレゼントがあります。詳細はか
わせみ館 をご覧ください。
パネル展　日時　４/３㈰～６㈬９：００
～１７：００※６㈬は１２：００まで　内容　市
内環境団体の取り組み、かわせみ館
の活動紹介など
環境セミナー～カブトムシを育てよ
う　日時　４/３㈰１０：３０～１２：００　講師　

生活・環境
リサイクル情報～資源回収（び
ん・缶・新聞紙・雑誌・古布・段ボー
ル・牛乳パック・ペットボトル）

自然観察会～東京薬科大学で
早春の草花を観察しよう

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

掘り出し市

かわせみ館フェア

　
HP

日野の自然を守る会　対象　小学生と
保護者　定員　１２組　その他　カブトムシ
の幼虫をプレゼント　申　３/１７㈭から
電話
　いずれも　会場・問　かわせみ館（環
境情報センター）（緯５８１－１１６４※月
曜休館）
 

 

日時 ３/１６㈬１３：００～１６：３０
会場 勤労・青年会館※直接会場へ
内容 認知症看護認定看護師によるお
話と相談、コーヒータイム、歓談
定員 ５０人
問 地域包括支援センターすてっぷ
（緯５８２－７３６７）、勤労・青年会館（緯
５８６－６２５１）
 

ぶらり街歩き～野川の源流を訪ねて
日程４/３㈰　集合　１０：００JR国分寺駅
中央改札出口　コース　恋ヶ窪用水、殿
ヶ谷戸庭園など　費用　５００円
樹脂粘土細工教室～フラワー・アク
セサリーを作ってみませんか？　日時
４月から毎月第１水曜日１３：３０～１６：
００　会場　平山台健康・市民支援センタ
ー　費用　８００円※会員７００円
ターゲットバードゴルフ無料体験教
室　日時３/１６～４/２９の毎週水曜・金
曜日１３：３０から　会場　平山台健康・市
民支援センター　講師　東京都ターゲ
ットバードゴルフ協会公認指導員
　いずれも詳細は問い合わせを　申　
電話　問　同クラブ（緯５０６－９９７９）
 

日時 ３/２２㈫９：３０～１１：３０※雨天の
場合は座談会
対象 １８～６４歳で身体（車いす可）・知
的障害の市内在住者
申 電話
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（旭が丘）（緯５８２－３４００）
 

日時 ３/２３㈬ ～２５㈮１０：００～１７：００※
２３㈬は１３：００から、２５㈮は１５：００まで

趣味・教養
認知症サポーター養成講座＆
すてっぷカフェ・生ピアノ演
奏を楽しむ会

平山台文化スポーツクラブから

障害者のための社会交流事業
～旭が丘周辺を花見・散歩

シルバー人材センター絵画教
室作品展

催催催 ししし

催
し

後期前期回数

雨は好きですか（雨の役割）地球環境問題とは１

酸性雨とは炭素・窒素・リンの循環２

酸性雨の生態系への影響地球温暖化と温室効果ガス３

オゾン層の役割（有害な紫
外線を遮断する）地球温暖化の影響と対策４

オゾン層破壊の影響と対策ヒートアイランド現象と身
近な対策５

光化学オキシダント（光化
学スモッグ）水の大切さと水の文化６

化学物質による環境の汚染水は循環する７

越境する化学物質（大気・海
洋を通して）水資源を有効に利用する８

身近な水と緑を見る・知る・
探る

身近な水と緑を見る・知る・
探る９

地球環境や身近な環境を考
える（まとめ）水質の汚染を考える１０

　環境科学の専門家、小倉環境
情報センター長（東京農工大学
名誉教授）を講師に、地球環境
を楽しく学び、身近な環境から
地球環境までを考えていく講座
です。
日時 前期…５/１２～７/１４の毎
週木曜日、後期…１０/６～１２/１５
の毎週木曜日※全２０回。いずれ
も１０：００～１２：００
会場 かわせみ館（環境情報セン
ター）

対象 １８歳以上の市内在住・在勤
者
定員 申込制で先着２０人
後援 水と緑の日野・市民ネット
ワーク
申 ４/１６㈯までに環境情報セン
ター（緯思５８１－１１６４死kankyo 
@m2.hinocatv.ne.jp）へ電話、
FAXまたは　メール　で。住所、氏
名、電話番号を記入
問 同センター（緯５８１－１１６４）

地 連球 環 境 問 題 続 講 座


