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妊娠中で安定期の方　定員　申込制で
先着２４人　費用　２００円（材料費）　その他　
１歳６カ月以上の未就園児先着順２０
人の保育あり　申　①１１/４㈬～１２/２
㈬②１１/４㈬～１２/１１㈮に電子申請ま
たは電話　問　健康課（緯５８１－４１１１）
 

　オリジナルの舞台作品を創作し、
最終日にひの煉瓦ホール（市民会館）
で発表公演（３/２１㈷１４：００から）を
行います。
日時 ２/２７㈯・２８㈰、３/５㈯１４：００～
１７：００、３/１３㈰・１９㈯・２１㈷１０：００～
１６：００、３/２０㈰９：３０～１４：３０　会場　ひ
の煉瓦ホール（市民会館）　対象　全日
参加可能な小学３～６年生　定員　１５
人※申込多数の場合は抽選　申　１/１３
㈬までにFAXまたは　メール　で。「ひの
煉瓦ホール参加申込」、氏名（ふりが
な）、性別、学年（生年月）、住所、保
護者氏名、電話番号、返信の連絡方法
（FAXまたは　メール　）、応募理由を記入
問　NPO法人芸術家と子どもたち（緯
０３－５９６１－５７３７思０３－５９６１－５７３８死
pkt-part@children-art.net）、市文
化スポーツ課　代表緯
 

日時 ２/１３㈯１３：００～１４：３０と１６：００～
１７：３０　会場　ひの煉瓦ホール（市民会
館）　対象　日野市・八王子市に在住・
在学の１８歳以下の子供と保護者※小
学生以下は保護者の同伴　定員　各回
１,０００人※申込多数の場合は抽選　費
用　５００円　申　１１/２０㈮（消印有効）まで
に〒１９１－００６５旭が丘２－４２－５あ
さひがおか児童館へ　往復はがき　で（１枚
につき５人まで）。往信裏面に参加
者全員の氏名・年齢、代表者の電話
番号、必要な座席数（最大５席ま
で）、返信表面に住所、氏名を記入　問
子育て課　代表緯　
 

パフォーマンスキッズ・トーキョー
参加者募集～作曲家・宮内康乃の音
楽ワークショップ

日野市・八王子市共同事業多摩・
島しょ子ども体験塾「たにぞうフ
ァミリーコンサート」参加者募集

（市役所３階文化スポーツ課、南平体
育館にあり）を郵送または持参　問　日
野市バドミントン連盟（中村緯０４２－
６４５－６６２０夜間）
 

 

第３グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚　…　日時　１１/１６㈪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　費用　１００円　持ち物　飲み物、タオ
ル、室内履き
第１グループ～錦秋の長沼公園から
永林寺を歩こう　…　日程　１１/１７㈫※
雨天中止　集合　９：３０京王線長沼駅改
札口前。１３：３０宗印寺解散※直接集
合場所へ　コース　長沼公園～永林寺
～薬科大～平山城址公園（５キ　

　ロ 、４時
間）　費用　１００円※交通費実費　持ち物　
弁当（薬科大の学食利用可）、飲み物、
雨具、帽子、健康保険証、会員証
第２グループ～横山の道ウオーキン
グ　…　日程　１１/１９㈭※雨天中止　集合
１０：００小田急多摩線はるひ野駅南口
改札口。１４：３０鶴牧西公園解散※直
接集合場所へ　コース　７.５キ　　ロ 、３時間３０
分　費用　１００円　持ち物　ネームカード、
飲み物、帽子、弁当、健康保険証
第４グループ～今日も明日も元気か
い・ウオーキング　…　日程　１１/２４㈫※
雨天中止　集合　１０：００多摩モノレール
立飛駅東側階段下。１２：００多摩モノ
レール立川南駅解散※直接集合場所
へ　コース　遊歩道入口～栄緑地～西
町緑地～北緑地～国立・北第一公園
～オニ公園（６キ　

　ロ 、２時間）　費用交通
費実費　持ち物　飲み物、帽子、タオ
ル、雨具、防寒着、健康保険証
 

 

日時 １１/３㈷９：３０～１４：３０※雨天実
施　会場　二中　内容　ステージコーナ
ー、遊ぼうコーナーなど※模擬店あ
り　問　大山（緯５８２－３４６５）
 

日時 １１/８㈰９：００～１２：３０※９：００～

健　康
健康づくり推進員
問　健康課（緯５８１－４１１１）

子供・保護者向け
二中地区青少年育成会～ひと
声広場「三世代の集い」

七生中地区青少年育成会～ス
ポーツまつりinななお

９：４５までに現地で受け付けを　会場　
七生中　内容　ハンドロウル、フットサ
ル、グラウンドゴルフなど　持ち物　上
履き、タオル、水筒、靴入れ袋　問　宮
下（緯５９２－４６６３※夜間）
 

日時 １１/１３㈮～１６㈪９：００～１８：００※１３
は１２：００から１６は１２：００まで　会場　イ
オンモール多摩平の森イオンホール
　問　もぐさ台保育園（緯５９１－０８８０）
 

日時 １１/２０㈮９：３０～１２：３０　会場　ひの
煉瓦ホール（市民会館）　内容　合唱、合
奏、劇、朗読、ダンス、展示など　問　
合同学習発表会実行委員会（七生中
緯５９１－０１７４）
 

日時 １１/２５㈬１０：３０～１１：３０　会場　地域
子ども家庭支援センター多摩平　対象
７カ月児までと保護者　定員　申込制
で先着５組　申　１１/１２㈭９：３０から電
話　問　同センター多摩平（緯５８９－
１２６０）
 

日時 １１/２８㈯１５：００～１６：３０※今回は、
会場が変更されています　会場・問　子
ども家庭支援センター（緯５９９－
６６７０）
 

日時 １１/２８ ㈯ １３：３０～１５：００　会場　 多  摩 
ど た ま

 平 の 森 ふれあい 館 　対象　① 外  国  人 と
だいら もり かん がい こく じん

 日  本  人 ②いろいろな 国 の 人 たちとの
に ほん じん くに ひと

 交  流 と 子  育 てに 関  心 のある 方 　定員　
こう りゅう こ そだ かん しん かた

 申  込  制 で
もうし こみ せい

 先  着 ４０ 人 　申　１１/４㈬１０：００
せん ちゃく にん

から 電  話 　問　
でん わ

 地  域  子 ども 家  庭  支  援 セ
ち いき こ か てい し えん

ンター 多  摩  平 （緯５８９－１２６０）
た ま だいら

 

日時 ①１２/４㈮②１５㈫１０：００～１１：３０
※両日とも同じメニュー。平成２６年
度と同じ内容　会場　生活・保健センタ
ー　内容　手早く作れる子供の食事の調
理と試食など　対象　乳幼児の保護者、

市内保育園紹介パネル展～市
内保育園・保育ママを紹介

特別支援学級合同学習発表会

はじめてママの日「育児のコツ・
聞いて安心・話してスッキリ」

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い

いろいろな 国 の 子  育 てについ
くに こ そだ

ておしゃべり～ 体  験 してみよ
たい けん

う 世  界 の 遊 び
せ かい あそ

新米ママ・プレママのための
簡単クッキング講座（保育付）

催
し

人　費用５枚つづり５,４００円のチケッ
ト購入制
無料水中ウオーキングアドバイス　
…　日時　１１/１０㈫１１：３０～１２：００
無料スイミングアドバイス　…　日時
１１/１０㈫１２：００～１２：３０
　いずれも　費用　入場料別途　会場・問　
同プール（緯５８３－５２６６）
 

日時 １１/７㈯・２１㈯・２８㈯１０：００～１２：
００　会場　教育センター　内容　ソフトボ
ール、卓球、バドミントンな

ど　費用　１００
円　持ち物　体育館種目は上履き　問　文
化スポーツ課　代表緯
 

日時 １１/１０㈫・２４㈫１４：００～１６：００　会場
市民の森ふれあいホール※直接会場
へ　指導　東京ヴェルディ１９６９フット
ボールクラブ㈱　対象　小学生以上の
市内在住・在勤・在学者　定員　２０人　問　
文化スポーツ課　代表緯
 

日程 １１/１４㈯　集合　９：００～９：３０イオ
ンモール多摩平の森、仲田小解散※
受付後随時出発。直接集合場所へ　
持ち物　雨具、飲み物　問　文化スポーツ
課　代表緯
 

日時 １１/１５㈰９：００～１１：３０　対象　市内
在住・在勤・在学者　持ち物　飲み物、ス
ティック※スティックの貸し出しあ
り　申　電話　会場・問　同クラブ（緯５０６－
９９７９）
 

日程　種目　１１/２２㈰一般男女１～３
部、１２/５㈯中学生男女いずれも９：
００から　会場　南平体育館　対象　中学生
以上の市内在住・在勤・在学者　費用　
１ペア１,５００円※中学生５００円。当日
徴収　申　１１/８㈰までに〒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申込書

リ・エンジョイスポーツ「ス
ポーツ止めてしまった方、ま
たスポーツを始めませんか」

障害者スポーツ体験教室～障害
者と健常者がスポーツを一緒に
楽しみ相互理解を深めよう

ちょこっとウオーキング～水と緑
の日野の原風景を訪ねて（７㌔）

平山台文化スポーツクラブ～ノル
ディックウオーキング体験講習会

市民体育大会～バドミントン
ダブルス競技

 

 

日時 １１/１０㈫・１１㈬１０：００～１３：３０　会場
七ツ塚ファーマーズセンター　メニュー
モンキーブレッド、お楽しみメニュ
ー定員　申込制で各日先着１０人　費用　
２,０００円　申　電話　問　パン教室ラ・リュ
ンヌ（竹内緯０９０－７２８４－１９４７）
 

日時 １１/１２㈭・２６㈭１２：００～１３：００　会場
市役所１階　問　産業振興課　代表緯
 

日時・出演　１１/１４㈯…中野佐恵氏、２８
㈯…古本由紀子氏・西川いつ紀氏。
いずれも１２：３０～１３：００
問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 １１/１２㈭１８：３０～２０：３０　出演　三遊
亭窓輝、柳家燕弥　定員　先着３００人 
費用　５００円　その他　チケットは七生公
会堂、ひの煉瓦ホールで販売中　会場　
問　七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

 

　市にはかつて蚕糸試験場日野桑園
という研究施設が存在しました。昭
和７年に建てられた建物は、日野桑
園ゆかりの建築物として唯一現存す
るものです。今回、内部を公開し、
解説や関連資料展示を行います。
日時 １１/１５㈰１０：００～１６：００　会場　仲田
の森蚕糸公園※直接会場へ　問　生涯
学習課　代表緯

趣味・教養
日野産農産物を使った手作り
パン教室

七ツ塚ファーマーズセンター
の物販コーナー「みのり 處 」が

どころ

市役所１階で臨時出店

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

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう

東京文化財ウィーク２０１５～旧
日野桑園第一蚕室（桑ハウス）
の特別公開

 

日時 １１/２０㈮１４：３０から　定員　申込制
で先着１００人　費用　１５００円※子供、学
生、８０歳以上・障害のある方は割引
制度あり　申　電話　会場・問　勤労・青年
会館（緯５８６－６２５１）
 

日時 １１/２７㈮ ～
２９㈰１３：３０～１６：
００　会場　同記念
館※直接会場
へ。公共交通機
関のご利用を　指導　善太郎ボランテ
ィアスタッフ　定員　先着２０人　費用　
３００円　問　文化スポーツ課　代表緯
 

 

日時 １/９㈯１４：
００から　会場　ひの
煉瓦ホール（市
民会館）　出演　清
水ミチコ、小原
孝、島田歌穂、おしゃべり音楽館ポ
ップスオーケストラ、旭が丘小合唱
団　費用　２,５００円（当日３,０００円）、高校
生以下１,５００円（当日２,０００円）※全
席指定　チケット発売　１１/１㈰からひ
の煉瓦ホール（市民会館）、七生公会
堂、勤労者福祉サービスセンター、
チケットぴあ（緯０５７０－０２－９９９９　
ｐコード２７７－５６６）　その他　宝くじの
助成による特別料金です。４歳児以
上から入場可。保育あり（１２/１１㈮ま
でに要予約）　問　日野市市民会館文化
事業協会（文化スポーツ課内）　代表緯
 

 

水中ウオーキング＆水中運動　… 
日時　１１/６～２７の毎週金曜日１０：００
～１１：００と１３：００～１４：００　定員　各回２０

勤労・青年会館～落語・三遊
亭鳳志人情噺「ねずみ穴」など

宝くじの助成金事業～小島善太郎
記念館で初心者向けデッサン教室

宝くじおしゃべり音楽館～想い
出のスクリーンミュージック

スポーツ
東部会館温水プールから

催催催 ししし


