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オリジナル紙 甲  冑 を作って
かっ ちゅう

源平時代の武士に変身しよう！
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至立川

甲州街道から徒歩10分
日野駅から徒歩13分

日野駅

多摩都市モノレール市民陸上
競技場
市民陸上
競技場
市民陸上
競技場

１０/１２㈷９：３０から
日野市民スポーツ日野市民スポーツ・・
レクリエーションフェスティバレクリエーションフェスティバルル

問 文化スポーツ課　代表☎

市民陸上競技場で開催！ 会場へのアクセス

※駐車場には限りがあります。公共交通機関のご利用を

　１０/１２の体育の日に第２５回日野市民スポーツ・レクリエーションフ
ェスティバルを開催します。小さなお子さまからお年寄りまで元気
に体を動かして楽しめる種目がいっぱいです。ご家族そろってお出
掛けください。
日時 １０/１２㈷９：３０～１６：００
会場 市民陸上競技場※雨天の場合は一部プログラムを変更し、市民
の森ふれあいホールで実施（室内履きをお持ちください）
内容 下表の通り※模擬店、販売コーナーあり

●大会プログラム※雨天中止
内容時間

開会式９：３０～９：５０
みんなで準備体操９：５０～１０：００
宝探し（幼児向け）１０：００～１０：３５
※グラウンド・ゴルフ１０：００～１２：００
※チャレンジＰＫ１０：００～１２：００
オリンピアン広田遥さんによるトラ
ンポリン体験

１０：００～１０：３０
１４：４０～１５：１０

※ジャンボシャボン玉１０：００～１２：４０
１４：００～１５：５０

※スポーツかるた～日野市にちなん
だ郷土かるたゲーム１０：００～１２：００

レク広場～缶つり、バルーンアー
ト、ストロコプター作り

１０：００～１２：００
１４：００～１５：５０

おもしろ１０種目～ディスクゴルフ･
ヒットピット・ビー玉わりばしつか
みなど

１０：００～１２：４０
１４：００～１５：５０

けん玉教室１０：００～１２：４０
１４：００～１５：５０

親子でパラバルーン１０：００～１２：４０
１４：００～１５：５０

新体力テスト～握力･前屈･血圧など
を測定

１０：００～１２：４０
１３：３０～１５：５０

内容時間

ハンドロウル１０：００～１２：５０
１３：３０～１５：５０

体組成測定１０：００～１２：５０
１３：３０～１５：５０

※スケートボード体験コーナー１０：００～１４：００
※お囃子１０：３０～１２：２５
※綱引き１０：５０～１１：２０
オリンピアン清水聡さんによるボク
ササイズ体験

１０：３０～１１：００
１５：１０～１５：４０

オリンピアン増田明美さんによる長
距離走指導

１１：３０～１２：００
１４：００～１４：３０

※よさこい踊り１２：００～１２：４０
オリンピアンによるトークショーと
記念ランニング１２：５０～１４：００

東京ヴェルディサッカ－クリニック１４：００～１５：４０
※ターゲットバードゴルフ１４：００～１５：５０
※ティーボール～止まったボールを
打つ野球１４：００～１５：５０

スプーンレース１４：００～１４：３０
※５０ｍタイムトライアル１４：３０～１５：００
パン食い競争１５：１０～１５：５０
閉会式１５：５０～１６：００

■写真展示
日程・会場　①１２/１１㈮～２４㈭イオンモール多摩平の
森３階②平成２８年２/２㈫～２３㈫市役所１階市民
ホール※日曜日、祝日を除く
■作品募集
詳細は募集要項（市役所１階市民相談窓口、同２
階子育て課、七生支所、児童館、市立保育園にあ

り）
参照　申　１０/３０㈮（必着）までに〒１９１－８６８６日野市
役所２階子育て課（死jidouf@city.hino.lg.jp）へ
郵送、持参または　メール　で。住所、氏名（ふりが
な）、勤務先または学校名、電話番号、作品名、コ
メント（２０字以内）を記入　問　子育て課　代表緯

家族
ふれ愛
写真展
作品募集

しろう！
・薬物乱用防止啓発
・出張！なかだの森であそぼう!
・公私立保育園紹介
・おもちゃ病院
・エール(日野市発達・教育支援センタ
ー)、子ども家庭支援センター紹介
・移動児童館など

みてみよう！
・お囃子　・けん玉
・和太鼓　・歌（手話）
・吹奏楽　・キッズソーラン
・HIPHOPダンス　・ダンス
・キッズ体操　・なるこでおどろう
・ヒノソング　・一輪車など

▲増田明美氏

▲広田遥氏 ▲清水聡氏

やってみよう！
・ヨーヨーつり
・ベーゴマで遊ぼう
・ジャンケンマン
・フリスケ
・いらいら棒
・大きな風船で遊ぼう
・草笛教室
・昔遊び
・モンキーブリッジ
・スタンプラリー

　など

つくろう！
・マンダラねり絵
・スライム作り
・バルーンアート
・工作
・トレイ作品
・ミラクルロケット
・ストロートンボ
・ポプリケース作り

　など

たべよう！
・けんちん汁
・韓国ちぢみ
・フランクフルト
・わたがし
・ポップコーン
・のみもの
・焼そば
・コロコロチキンステーキ

▲平山季重公

いざ、平山！

平山城址
公園駅

浅川

ひらやま
児童館

至高幡

至多摩
動物公園

季重神社

宗印寺
コンビニ

平山城址公園

平山５

至南平駅

出口公園出口公園出口公園

マルシェ
ひらやま
マルシェ
ひらやま
マルシェ
ひらやま

平山季重平山季重
ふれあい館ふれあい館
平山季重
ふれあい館

京王
線

平山橋

北野街道

平山台
健康・市民
支援センター

会場
（平山小）
会場
（平山小）
会場
（平山小）

案内図

第１０第１０回回　平 平 
ひひらら

山季重 山  季  重 まつりまつり
やま すえ しやま すえ しげげ

日時　１０/１１㈰９：００～１６：００　会場　平山小

武家社会の開拓者・始まりの季重
　日野市は、武士の時代の終わりに活躍した土方歳三や井上源三郎の出身
地、「新選組のふるさと」として有名ですが、源平の勇将・平山季重は武士の
時代の始まりに活躍しました。
　日野市は、武士の時代の始まりと終わりに活躍した先人のふるさとです。
　１０回目の記念開催は、地元の実行委員会や平山小学校を中心とした平山地
域の皆さまはもちろん、東京薬科大学ボランティアサークル「IVOLEA」、武
者所プロジェクトなど、平山地域の各団体の協力のもと、「平山」ならではの
イベントを実施します。皆さまのお越しをお待ちしています。

問　産業振興課　代表☎

木と木の摩擦を利用して
火起こしに挑戦！
 竪 穴式住居を復元した建
たて

物の内部も見てみよう！
日時 １０/１１㈰１０：００～１６：００
会場 日野中央公園南西の復原住居前※直接会場へ
対象 親子※子供のみでも可
問 生涯学習課　代表緯

 舞  錐  式 発火法で
まい ぎり しき

チャレンジ火起こし 日時 １０/２４㈯１８：００～２０：００
会場 日野宿本陣
演奏 古澤侑峯（尺八）など
対象 中学生以上の方
定員 申込制で先着５０人
費用 ７００円（茶菓子代含む）※中学生は５５０円
申 １０/６㈫から電話
その他 当日は講座開催のため日野宿本陣は
１５：００に閉館
問 新選組のふるさと歴史館（緯５８３－５１００）

日野宿楽市楽座～月を愛でる会「地唄舞と江戸の音曲と共に」

綱引綱引ききおもしろ１０種おもしろ１０種目目

日時　１０/１１㈰１１０/１１㈰１００：：００～１４００～１４：：３０※雨天中止３０※雨天中止
会場　日野中央公園・市民プラザ
問　子育て課　代表☎
※公共交通機関でご来場ください

　源平時代のよろいを模した手作り
の「オリジナル紙甲冑」作りを行い
ます。作成した甲冑を着て会場内を
練り歩きましょう。平山季重のよう
に勇敢な武士に変身してみません
か？
時間　１０：００～１３：００※先着１００人

イベント開始時間
栄光保育園・栄光平山台保育園
園児による演舞１０：００

開会式１０：３０
和太鼓演奏１１：１０
第二幼稚園園児による演舞１２：１０
平山季重キャラクター表彰式１２：３０
カントリーラインダンス１３：００
ハワイアンバンド「Lemongrass」による演奏１３：５０
創作舞踊　１４：３０
よさこい踊り１５：００
平山節、ヒノソング１５：４０

２０１２０１５５

体育館
イベントスケジュール（予定イベントスケジュール（予定））

※自転車シミュレーション、パネル展示、
作品展示も行います

校庭
・ミニＳＬ
・ストラックアウト
・平山小ＰＴＡ企画
・わたがし、焼きそばなど各種模擬店
防災コーナー（１０：００から開始） 
・災害時非常食「ハイゼック」講習
・起震車体験
・消火器初期消火体験
・無線機通報訓練

昨年度大賞作昨年度大賞作品品
※車での来場はご遠慮を

※イベント内容・時間の変更および雨天中止の場合あり

　大人気のミニＳ
Ｌはもちろん、防
災コーナーや各種
模擬店など、会場
内外で楽しい企画
を実施します。

▲ミニSＬ

校舎内
・紙 甲  冑 作り（上記参照）

かっ ちゅう

・プレイマイス（９：３０～１５：００）
※無くなり次第終了


