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初心者のためのドル平こども水泳教
室　日時　①９/１６～１０/２８の毎週水曜
日（９/２３は除く）②９/１７～１０/２９の
毎週木曜日（９/２４は除く）※いずれ
もⒶ１６：００～１７：００Ⓑ１７：００～１８：００
会場　同プール　対象　水慣れしている
が泳げない小学生　定員　ⒶⒷ各１５人
※申込多数の場合は８/１４㈮以降に
通知　費用　９,０００円※入場料別途　申　８
/１０㈪（必着）までに〒１９１－００２１石田
１－１１－１東部会館へ　はがき　で。住
所、氏名、電話番号、希望曜日・時
間、学校名、学年、泳力を記入
骨盤なめらか体操教室　日時　８/８～
２９の毎週土曜日１１：００～１２：００　会場　
同館集会室　定員　各日１０人　費用　５枚
つづり５,４００円のチケット購入制※
入場料別途
 

卓球硬式競技　日時　９/１３㈰９：００か
ら　会場　市民の森ふれあいホール　種目
一般（年齢制限なし）、５０・６０・７０歳
以上、高校生以下、中学生以下の男・
女、初心者シングルス（男女区別な
し）、混合ダブルス（２人の年齢の合
計が一般、１２０歳以上、１４０歳以上）　
対象　市内在住・在勤・在学者　費用　シ
ングルス５００円（中学生以下２００円）、
ダブルス１組１,０００円※詳細は要項
参照　申　８/２１㈮（必着）までに〒１９１
－００６５旭が丘４－１－３大久保へ申
込書（市役所３階文化スポーツ課、
南平体育館、市民の森ふれあいホー
ルにあり）を郵送　問　大久保（緯５８３
－０９７７）
バスケットボール競技　日時　９/２７㈰
～１１/３㈷　会場　市民の森ふれあいホ
ールなど　対象　市内在住・在勤・在学
者で構成されたチーム　費用　１チー
ム５,０００円※９/１９㈯の代表者会議で
徴収　申　８/２８㈮までに〒１９１－００１１
日野本町７－１２－１陸上競技場内日
野市体育協会事務局、日野市バスケ
ットボール連盟（死hinobb２００７@ 
yahoo.co.jp）へ申込書（市役所３

スポーツ
東部会館温水プールいきいき
教室参加者募集
いずれも　問　同プール（緯５８３－５２６６）

市民体育大会

催
し

階文化スポーツ課、南平体育館、市
民の森ふれあいホールにあり）を郵
送または　メール　問　同事務局（緯５８２－
５７７０）
ミニバスケットボール競技　日時　
１０/１１㈰　会場　市内小学校　対象　市内
在住・在学の小学生で構成されたチ
ーム※原則選手１０人以上　申　９/１９㈯
までに申し込み　問　日野市少年バス
ケットボール連盟（藤井緯５８４－４０８０）
 

日程 ９/５㈯
集合 市民の森スポーツ公園
スタート時間　①２０キ　　ロ コース８：３０～
１０：００②１２キ　　ロ コース９：３０～１１：００③
８キ　

　ロ コース１０：３０～１１：３０④ガイドウ
オーク１１：００～１１：３０
費用 ▶事前申込（８/１７㈪まで）…
１,０００円、中・高校生、７５歳以上の方
５００円▶当日申込…１,５００円、中・高
校生、７５歳以上の方１,０００円※いず
れも小学生以下無料
その他 詳細は同大会事務局 参照
問 同大会事務局（緯０３－５２５６－７８５５）
 

 

高幡図書館（緯５９１－７３２２）　日程　８/
５㈬中央図書館（緯５８６－０５８４）　日程　
８/１２㈬・２７㈭多摩平図書館（緯５８３－
２５６１）　日程　８/１３㈭ひよこタイム・２６
㈬平山図書館（緯５９１－７７７２）　日程　８
/２０㈭ひよこタイム百草図書館（緯
５９４－４６４６）　日程　８/２８㈮
　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
 

日時 ８/２８㈮１０：００～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
講師 吉野隆雄氏（豆腐屋「三河屋」
店主）
対象 市内在住の小学生と保護者
定員 申込制で先着１２組２４人
費用 １組５００円
持ち物 エプロン、三角巾
申 電話
問 産業振興課　代表緯

東京の魅力を体験「TOKYOウ
オーク２０１５」日野・八王子エリア

　
HP

子供・保護者向け
図書館夏休みおはなし会

　
HP

夏休み食育イベント～親子で
チャレンジ！豆腐づくり体験

 

日程 ８/２０㈭～２３㈰
会場 地域子ども家庭支援センター万
願寺
内容 子ども家庭支援センターに登録
している子育てサークル、子育て支
援グループの手作りポスター展示
問 同センター万願寺（緯５８６－１３１２）
 

　１０/２９㈭～１２/１㈫に園内に作品を
展示。入選者は１１/３㈷に表彰式参
加。詳細は多摩動物公園 参照。
期間 ８/３１㈪まで
申 来園時、正門前受付で配布する画
用紙を使用し、当日提出（画板、ク
レヨン貸し出しあり）
問 多摩動物公園（緯５９１－１６１１）
 

 

 

日時 ８/７㈮～１４㈮８：３０～１７：１５※
日曜日を除く。１４㈮は１５：００まで
会場 市役所１階市民ホール
問 かわせみ館（環境情報センター）
（緯５８１－１１６４）
 

日時 ８/１１㈫１０：００～１１：３０
対象 身体（車いす可）・知的・精神障
害のある市内在住者とボランティア
申 ８/１０㈪までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

資源回収（瓶・缶・新聞紙・雑誌・

子育てサークル・子育て支援
グループポスター展

子供写生画コンクール～「多摩動
物公園の生き物たち」作品募集

　
HP

生活・環境
「日野の魚たち」写真展

タモロコ

アユ

フナ

地域活動支援センターやまばと～
映画鑑賞会「ノートルダムの鐘」

リサイクル情報（８月）

催催催 ししし 古布・段ボール・牛乳パック・ペッ
トボトル）　日時　１３㈭・２７㈭１３：００～
１５：００　問　市民自治学園ＯＢ会（緯５９２
－１２５８）
手作り石けん販売　日時　１３㈭１３：００～
１４：００　問　第 一 生 活 学 校（緯５８１－
０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

　自分のお店を持ちたい方に、先輩
経営者の体験談やパネルトークを行
います。
日時 ８/１９㈬１４：００～１７：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 店舗、事業紹介、パネルディス
カッション、トークセッション
講師 ファシリテーター…姫野裕基氏
（中小企業診断士）、パネラー…ロベ
ルト ロヨラ サトウ氏（ラス・パパ
ス代表）、横田志織氏（風船工房代
表）、中村葉子氏（㈱SOMETHING 
NEW代表取締役）
対象 創業予定または創業間もない方
定員 申込制で先着５０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、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　代表緯
 

 

　新鮮な旬の日野産農産物などをぜ
ひご購入ください。
日時 ８/１３㈭・２７㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階正面玄関付近
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ８/１９㈬１４：００～１６：００
会場 八王子労政会館
講師 櫻井三樹子氏（特定社会保険労
務士）

夢のMy店舗チャレンジフェス

農あるまち日野「みのり 處 」が
どころ

市役所１階で出張販売

今こそ取り組むべき～「企業
の経営戦略」としてのワーク
ライフバランス（基礎編）

対象 事業主、管理監督者、人事労務
担当者など
定員 申込制で先着５０人
問 東京都労働相談情報センター八
王子事務所（緯０４２－６４３－０２７８）
 

日時 ８/２３㈰１４：３０～１６：３０
会場 市民の森ふれあいホール
内容 自治会、里山保全関係者、子育
て支援団体、市民活動支援組織、日野
青年会議所、学生ボランティアなど
市内のさまざまな活動紹介と討論な

ど

申 同連絡会（思５８１－６１４４）へ電話
またはFAXで。住所、氏名、連絡先
を記入
問 同連絡会（緯思５８１－６１４４）
 

　生ごみを使った土作りと野菜作り
を体験し、最終日は収穫した野菜を
使って調理、試食します。

こんなことしてる、あんなこと
したい～ひの市民活動団体連絡
会ＮＰＯ法人記念シンポジウム

菌ちゃん野菜作り教室

日時 ９/２㈬、１０/１６㈮、平成２８年２
/２２㈪１４：００～１６：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
対象 全回参加できる方
定員 申込制で先着２０人
費用 各回１,０００円
申 電話
問 まちの生ごみ活かし隊（佐藤緯
０８０－８８９１－４９３０）、市産業振興課
代表緯　
 

規定 ３８センチ　 ×５４センチ　 の画用紙にごみ減
量、リサイクル、発生抑制を呼びか
ける標語を必ず作品の中に記入※詳
細は募集要領（ごみゼロ推進課にあ
り。郵送可）参照
対象 市内在住の小・中学生
申 ９/４㈮（必着）までに〒１９１－００２１
石田１－２１０－２クリーンセンター
内ごみゼロ推進課へ郵送または持
参。
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）

ごみ減量ポスター募集

　子供の体力向上、市民の健康増進のため、市民の森ふれあいホールな
どで実施している日野スポーツスクールの参加者を追加募集します。
日時　種目　対象　定員　下表の通り
期間　９月～平成２８年３月
会場　市民の森ふれあいホール※ジョギングは市民陸上競技場
費用　教室参加費（毎回）２００円※中学生以下、６５歳以上の方１００円、年会費
（保険料）１,８５０円※中学生以下１,４５０円、６５歳以上の方１,０００円
申　８/１５㈯～２１㈮に所定の用紙（市民陸上競技場、市民の森ふれあいホー
ルにあり。市 から　ダウンロード　可）に必要事項を記入し、日野本町７－１２－
１市民陸上競技場内日野市体育協会に会費を添えて持参（先着順）※中
学生以下の申し込みは保護者の同意（押印）が必要
問　文化スポーツ課　代表☎

　
HP

定員対象者※３実施曜日・時間※２種目
１５中学生以上１８：３０〜１９：３０

月曜日
ジョギング

８
小学４年〜中学生１８：３０〜２０：３０

卓球
５

水曜日
バドミントン

１５
小・中学生

１８：００〜２０：００

少林寺拳法※１
小学４年生以上木曜日ボクシング

５
小学１〜３年生

金曜日
ビーチボール

小学生以上剣道※１
１８小・中学生

土曜日
テコンドー※１

５小学生以上バレーボール
※１保護者同伴で幼児の参加可
※２年末年始や大会開催時などを除く
※３市内在住・在勤・在学者対象
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～日野スポーツスクール参加者追加募集

催
し


