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催
し

費用 １,２００円
その他 詳細は問い合わせを
申 ４/２２㈬９：３０から電話
問 子ども家庭支援センター（緯５９９
－６６７２）
 

日時 下表の通り
会場 各中学校食堂※三中地区のみ百
草団地第１集会所

問 子育て課　代表緯
 

日程・内容 下表の通り※詳細は随時
お知らせ

講師 ボランティアスタッフ（リーダ
ー）、日野市青少年委員の会
対象 身の回りのことを自分でできる
市内在住の小学５年～中学３年生
定員 ５４人※申込多数の場合は抽選
費用 小学生９,０００円、中学生１１,０００円
申 ５/８㈮（必着）までに〒１９１－
８６８６日野市子育て課ジュニア担当へ
往復はがきで。往信用裏面に①郵便
番号、住所②氏名（ふりがな）③性
別④電話番号⑤学校名・学年・クラ
スを記入
問 子育て課　代表緯
 

 

日時 ５/１６㈯１３：３０～１５：００
会場 生活・保健センター
講師 成田雅美氏（国立成育医療研究
センターアレルギー科医員）
対象 乳幼児～小学生の保護者、妊娠

地区青少年育成会総会にご参
加を～運営会員募集中！

ジュニアリーダー講習会

生活・環境
講演会～子どもの食物アレルギー

中で安定期の方など
定員 申込制で先着５０人※市民優先
その他 子供の入場不可。２歳～未就
学児先着１５人の保育あり※要電話予
約。詳細はお問い合わせを
申 ４/１７㈮から電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

日時 ４/２５㈯・２６㈰８：３０～１２：００※小
雨実施。売り切れ次第終了
会場 JA東京みなみ七生支店（三沢）
問 産業振興課　代表緯
 

 

平山台山歩きの会～弘法山　日程４/ 
２８㈫　集合９：００小田急線多摩センタ
ー駅西口改札　内容７㌔、３時間　費用　
５００円
スポーツ吹き矢教室　日時　毎週水曜
日１０：００～１２：００、毎週金曜日１３：００
～１５：００　会場　平山台健康・市民支援
センター　費用　５００円※会員２５０円
　いずれも　申　電話　問　同クラブ（緯
５０６－９９７９）
 

日時 ５/１１～平成２８年３月の毎週月
曜日１８：３０～１９：３０
会場 市民陸上競技場
対象 中学生以上の市内在住・在学者
定員 申込制で先着５０人
費用 ①１回１００円※中学生無料②年
会費（保険料）１,８５０円※中学生１,４５０

春の野菜苗即売会

スポーツ
平山台文化スポーツクラブから

夜間ジョギング教室

円、６５歳以上１,０００円
申 ４/１８㈯～２４㈮に申込用紙（市民陸
上競技場にあり。市 からダウンロ
ード可）を日野本町７－１２－１市民
陸上競技場内日野市体育協会に年会
費を添えて提出
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 毎月第２・第４火曜日１４：００～
１６：００※１回のみの参加可
会場 市民の森ふれあいホール※直接
会場へ
定員 各日先着２０人
費用 １００円※当日徴収
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課　代表緯
 

はじめての水中ウオーキング　日時５
/８㈮・１５㈮１１：００～１２：００　定員　申込
制で先着１５人　費用　２,７００円※入場料
別途　申　４/１７㈮～５/１㈮に電話
１・２年生あつまれ！２日間水あそ
び教室　日時　５/１５㈮・１６㈯１６：００～
１７：３０　対象　小学１・２年生　定員　申込
制で先着１０人　費用　３,５００円※入場料
別途　申　４/１７㈮～５/８㈮までに電話
　いずれも　会場・問　同プール（緯５８３
－５２６６）
骨盤なめらか体操教室　日時５/２～
３０の毎週土曜日１１：００～１２：００　会場　同
館　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　問　同館（緯５８３－５２６６）

　
HP

ハンドロウル教室

東部会館温水プールいきいき教室

内容日程回
開講式・仲間づくり６/７㈰１
キャンプに向けて①７/５㈰２
キャンプに向けて②８/３㈪３
大成荘キャンプ８/１６㈰～１８㈫４
キャンプの振返りなど９/６㈰５
地域交流イベント準備９/２７㈰６
手をつなごう・こどもまつり１０/１１㈰（予定）７
ナイトハイク１１/２２㈰８
星空冬キャンプ１２/１２㈯～１３日㈰９
閉講式１２/２０㈰１０

 

 

日程 ４/２５㈯※雨天中止
集合 ９：３０京王相模原線南大沢駅改
札口前、１２：３０長池見附橋バス停解散
費用 ３００円
申 ４/２４㈮までに電話
問 緑と清流課　代表緯
 

参加者募集　内容　一次審査…写真審
査※今年撮影。Ａ４サイズ。一人３
枚まで二次審査…現地審査※５月中
旬～下旬　その他　詳細は実施要領（市
役所１階市民相談窓口、七生支所、
日野市環境緑化協会にあり）を参照
　申　４/１７㈮～５/１３㈬に〒１９１－００１６
神明２－１３－１日野市環境緑化協会
へ郵送または持参。写真、題名、撮
影年月日、住所、氏名、電話番号、
簡単なコメントを記入
応募作品写真展　日時５/２６㈫～６/
９㈫８：３０～１７：１５※日曜日を除く。
６/９㈫は１５：００まで　会場　市役所１
階市民ホール
　いずれも　問　同協会（緯５８５－４７４０）
 

日時 ５/６（振休）１４：３０から
会場 勤労・青年会館
出演 三遊亭鳳志
費用 １,５００円※中学～大学生、８０歳以
上、障害者（付き添いは要相談）１,０００
円、小学生以下５００円
定員 申込制で先着１００人
申 電話
問 同館（緯５８６－６２５１）
 

講演～東日本大震災の今　日時４/２６
㈰１０：００から　講師　佐藤雅晴氏（岩沼
市岩誓寺住職）
講演～仏さまの法を、伝え広めるこ
ととは　日時４/２７㈪１３：００から　講師　
小林靖典氏（智山伝法院常勤教授）
“林家たい平”落語会　日時４/２８㈫

趣味・教養
４月の自然観察会～晩春の長
池公園を散策しよう

ガーデニングコンテスト

落語～朝のドラマでおなじみ
「ちりとてちん」など

高幡不動尊春季大祭国宝まつり

１５：００から
五重塔最上階無料拝観　日時４/２８㈫
１０：００～１６：００
講演～戦国領主高幡高麗氏の実像 
日時 ４/２９㈷１４：００から　講師　峰岸純夫
氏（東京都立大学名誉教授）
がらくた市（骨董市）、植木市　日時４
/２９㈷９：００～１７：００
　いずれも　会場・問　高幡不動尊（緯
５９１－００３２）
 

①パソコン入門・Word入門　…　日時　
５/９～３０の毎週土曜日１３：００～１５：
００　費用　６,０００円　②Word基礎・応用　
…　日時　５/１６～６/６の毎週土曜日
１０：００～１２：００　費 用　６,０００円　③Excel
入門・基礎　…　日時５/１５～６/５の毎
週金曜日１０：００～１２：００　費用　６,０００円
④Excel応用　…　日時５/２４㈰・３１㈰
１０：００～１２：００　費用　３,０００円
　いずれも　会場　日野市シルバー人
材センター　対象　①以外は文字入力
ができる方　定員　３人から開講　申　４
/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教室係まではがきで。
希望講座名と番号、住所、氏名、電
話番号、OS（分かる方）、自分のパソ
コン持ち込みの有無を記入　問　同セ
ンター（緯５８１－８１７１）
 

 

日時 ５/１６㈯１８：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 ロザン（写真）、麒麟、ジャング
ルポケット、パンサーなど
費用 ３,５００円※当日４,０００円。全席指
定。５歳から有料
チケット ひの煉瓦ホール（市民会
館）、七生公会堂などで好評発売中
問 チケットよしもと（緯０５７０－５５０
－１００※１０：００～１９：００）
 

日時 ５/２１～６/１１の毎週木曜日１０：

パソコン講習会（５月）

日野市市民会館文化事業協会
共催事業～週末よしもと日野
お笑いステージ２０１５

初心者限定～新・男の基礎料理塾

００～１３：００
会場 生活・保健センター
内容 料理実習、健康と食事の話
講師 鶴田真子氏（管理栄養士）
対象 全回出席可能な６５歳以上の男性
※初めての方優先
定員 申込制で先着２０人
費用 １回５００円※当日支払い
申 ４/１７㈮～５/１５㈮までに電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

どっき土器展～掘り出された昔の暮
らし　日時４/１８㈯～７/１２㈰９：００～
１７：００※月曜休館。５/４㈷～６（振休）は
開館。７㈭は休館
講演会～江戸の学者・役人たちと勝
五郎の転生騒動　日時５/１７㈰１４：００
～１６：００　講師　今井秀和氏（蓮花寺佛
教研究所研究員）　定員　申込制で先着
３０人　申　４/１７㈮から電話
　いずれも　会場・問　郷土資料館（緯
５９２－０９８１）
 

日時 ６/６㈯
１８：００から
会場 ひの煉瓦
ホール（市民
会館）
定員 １２０人
費用 １,５００円
（ワンドリン
ク・軽食付）
申 電話
問 文化スポーツ課　代表緯
 

 

日時 ４/３０㈭１０：３０～１１：００
会場 高幡図書館※直接会場へ
対象 小学校などで読み聞かせする方
その他 詳細は図書館 参照
問 同館（緯５９１－７３２２）
 

日時 ５/１２～６/２３の毎週火曜日９：
３０～１１：３０※６/２を除く。５/１２は
１２：００まで
会場 市民の森ふれあいホール
対象 ０～８歳児の保護者
定員 申込制で先着１６人

郷土資料館から

LIVE café in 赤レンガ～「春う
らら」の田山雅充さんを迎えて

子供・保護者向け
図書館～読み聞かせに向く本紹介

　
HP

ＡＣＴすこやか子育て講座

催
し

問合せ先日時地区名
伊野（緯５８７−１４１９）５/８㈮１８：３０から一中
大山（緯５８２−３４６５）４/１８㈯１７：３０から二中
宮下（緯５９２−４６６３夜間）５/８㈮１９：００から七生中
中澤（緯０７０−６５７９−２３７１）４/２０㈪１９：００から三中※
田村（緯５８２−０７２１）４/２２㈬１９：００から四中
大貫（緯５８５−０５３９）５/８㈮１８：３０から三沢中
奥住（緯５８３−１９４４）４/１６㈭１８：３０から大坂上中
鈴木（緯５８６−９５６７）４/２１㈫１８：３０から平山中

申込先対象内容会場日程教室
森
緯５９２−５１５７小学生～高校生琴・三味線・太

鼓の実技指導
落川都営住宅地区
センターなど

６～１１月
（全１５回）

邦楽研究グル
ープ和歌紗会

 上  圷 
かみ あくつ

緯５８３−６７７６
小学３～６年生
と保護者着物の着装と

礼法（マナー）
を学ぶ

多摩平の森ふれあ
い館

５～９月
（全１３回）

豊田和装礼法
親子教室

今野
緯５９２−１０７２

小学４年～中学
１年生と保護者

東部会館

６/６～９/１９
（全１３回）

日野市東部和
装礼法親子教
室

山本
緯５８２−０４８０

保育園、幼稚園
年長～中学生

生け花の歴史
と実技指導

５/１６～１２/６
（全１１回）

いけばな「桃
花会」

馬場
緯５８４−３８２９

小学生

平山 季  重 ふれあい
すえ しげ

館
５/３１～１２月
（全１０回）

平山地区伝統
文化いけばな
こども教室

北村
緯５９２−７５２６落川交流センター

４/１８～平成
２８年１月
（全１１回）

いけばなグル
ープ「ふあり」

※日程、回数は変更する場合があります
※各教室とも材料費が必要になります。詳細は各教室にお問合せください

「伝統文化こども教室」募集平成２７年度
　古くから受け継がれてきた伝統的な
文化を体験・習得してみませんか。

日程・内容・申　下表の通り
問 文化スポーツ課　代表緯


