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ボランティア育成事業～普通救命講
習会 
日時 ３/１４㈯９：００～１２：００　内容　心肺
蘇生の方法・AEDの使い方など※修
了後、認定証の発行あり　申　３/９㈪
までに電話　その他　費用など詳細は
お問い合わせを　会場・問　同センター
（笠井緯５８２－３４００）
障害者のためのイベント～スポーツ
吹き矢 
日時 ３/２０㈮９：３０～１１：３０　対象　１８～
６４歳の身体・知的障害の市内在住者
※車いす可　その他　送迎あり※片道
１００円。３/１０㈫までに申し込み　申　電
話　会場・問　同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ３/１１㈬～１８㈬…パネル展示、
３/１１㈬・１６㈪１０：００～１２：００…日常生
活で使っている資材で白米を炊飯す
る方法の実演
会場 市役所１階ロビー
問 日野市赤十字奉仕団事務局（市福
祉政策課　代表緯）
 

資源回収（アルミ缶・古布・新聞・
段ボール） 
日時 ３/１２㈭・２６㈭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 ３/１２㈭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
 

　日頃、ボランティア活動をしてい
る、これからしてみたいという皆さ
まの交流会を開催します。
日時 ３/１５㈰１０：３０～１５：００
会場 新町交流センター
対象 ボランティア活動をしている個

生活・環境
地域活動支援センターやまばとから

３・１１あの大震災を忘れない～
パネル展示とライフラインが途
絶えた時の白米炊飯法実演

リサイクル情報（３月）

ボランティア交流会

人・団体、ボランティアに関心のあ
る方
定員 申込制で先着１００人
費用 ５００円（昼食代含む）
申 ３/６㈮までに〒１９１－００１１日野
本町７－５－２３日野市ボランティ
ア・センター（思５８２－００８２死hino- 
vc@hinosuke.org）へはがき、電
話、FAXまたはEメールで。住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を記入
問 同センター（緯５８２－２３１８）
 

　社会貢献活動を通して、皆さまに
健康でいきいきと暮らしていただく
ための制度です。
日時 ①３/２５㈬１３：３０～１５：００②２６㈭１０：
００～１１：３０
会場 ①福祉支援センター②中央福祉
センター
対象 ６５歳以上でボランティア活動を
希望する市内在住者
その他 活動場所は市内の指定された
介護福祉施設。活動によってポイン
トを付与し、１年間のポイント数に
より交付金を支給※上限６,０００円
問 介護サポーターの登録について…
日野市ボランティア・センター（緯
５８２－２３１８）、制度内容について…市
高齢福祉課　代表緯
 

　高齢化や人
口減少といっ
た課題は、す
でに市民活
動、自治会活
動に影響を及
ぼしていま
す。地域の特
長を生かしつ
つ地域課題を解決できる地域である
ために今こそコミュニティの再生を
考えましょう。
日時 ３/２６㈭１７：３０～１９：３０
会場 市役所５階５０５会議室
講師 卯月盛夫氏（早稲田大学社会科
学総合学術院教授）
対象 市内で市民活動、自治会活動を
行っている市民の方、興味のある方
申 電話
問 地域協働課（緯５８１－４１１２）

日野市介護サポーター制度説明会

講演会「市民によるコミュニテ
ィ再生を考える～創造的な地域
活動でマンパワー・資金を循環」

 

 

日時 ３/１４㈯９：００～１２：００
会場 市民の森ふれあいホール
対象 市内在住・在勤・在学者
費用 １００円
申 ３/１０㈫までに電話
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 ３/１７㈫・２０㈮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　３/１０㈫までに電話
新１年生あつまれ！２日間水あそび
教室 
日時 ３/２７㈮・２８㈯１５：００～１６：３０　対象　
４月に１年生になるお子さま　定員　申
込制で先着１０人　費用　３,５００円※入場
料別途　申　３/３㈫～２０㈮に電話
　いずれも　会場・問　同温水プール
（緯５８３－５２６６※９：３０～２０：３０）
 

 

　春の火災予防運動では、住宅の防
火対策、地域および事業所の防火安
全対策などの向上を推進していま
す。また、運動期間中に消防フェア
を開催します。ぜひご参加くださ
い。
日時 ３/７㈯１０：００から
会場 イオンモール多摩平の森３階イ
オンホール
内容 地震動シミュレーター、ミニポ
ンプ車、防火衣コーナー、キッズコ
ーナー、応急救護訓練など
問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

　福祉の心を育み、地域福祉に貢献
された方へ表彰状・感謝状を贈呈す
る感謝の集いです。
日時 ３/７㈯１３：００～１６：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 三中合唱部、南平小金管バン
ド、日野市民生委員合唱団「かしの
木」、あおいとり日野、日野市老人ク
ラブの皆さま

スポーツ
日野市生まれのニュースポ－ツ
～ハンドロウル大会参加者募集

東部会館温水プールいきいき教室

記念行事・フェスタ・複合イベント
３/１～７は春の火災予防運動
～消防フェアを開催

福祉のつどい

催
し

催
し

問 日野市社会福祉協議会（緯５８２－
２３１９）
 

 

日時 ３/１㈰～４/１２㈰９：３０～１７：００
※入館は１６：３０まで。月曜休館
内容 課題「誠」「局中一統皆無事ニ相
勤おり候」「勝沼」の応募全作品
費用 ２００円※小・中学生５０円
会場・問 新選組のふるさと歴史館（緯
５８３－５１００）
 

　市内中小企業への取材を通して学
生と企業が交流するイベントです。
日程 ３/９㈪～２０㈮…取材、２９㈰１５：
００から…レポート発表
会場 取材は市内各企業、レポート発
表は勤労・青年会館
対象 市内または近隣市在住・在学の
中学～大学生
定員 先着２０人
申 日野青年会議所へ電話
問 日野青年会議所（遠藤緯０８０－３４９６
－６３８４）、市企画調整課　代表緯
 

日時 ３/１０㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 あんパンなど
定員 申込制で先着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※平日は１５：００以降）
 

日時 ３/１２㈭１８：３０～２０：３０
出演 六代目三遊亭圓窓、三遊亭吉窓
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 七生公会堂、ひの煉瓦ホール（市
民会館）で好評販売中
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時・出演 ３/１４㈯…木村加奈氏、２８

趣味・教養
新選組書展
新選組ゆかりの文字を書く書道展

ジョブコミュ！～日野市企業
レポートを作ってみよう

日野産野菜を使った手作りパン教室

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう！

ひの煉瓦ホールロビー１００歳
のピアノによるお昼のミニコ
ンサート

㈯…東ますみ氏、樋口周子氏。いず
れも１２：３０～１３：００
問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日程 ３～１２月の第２・第４日曜日午
前※３月は第４日曜日のみ
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
講師 援農の会会員、ＪＡ東京みなみ
職員など
対象 野菜栽培に意欲があり、援農活
動に参加意志のある年間で参加可能
な方
定員 １２人
費用 １,０００円※保険料など
その他 参加希望者は説明会（３/１４㈯
１０：００～１２：００に同センターで開催）
の参加が必須
申 ＮＰＯ法人日野人・援農の会（佐藤
緯５８１－４４０７死t-satou@mail.hino 
catv.ne.jp）へ電話またはＥメール
で。住所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

　石田祐康氏（ア
ニメーション作
家）劇場公開作品
で、映画の中に日
野駅が出てきま
す。
日程 ３/２１㈷・２２㈰
会場 市民の森ふれ
あいホール
映画上映 
時間 １１：００から、１４：００から※上映時
間１８分
ワークショップ 
時間 １０：００～１５：００
内容 ぬり絵など
対象 小学生以上
その他 原画などの展示あり
問 文化スポーツ課　代表緯
 

　江戸のお座
敷寄席の雰囲
気を味わいま
せんか
日時 ３/２８㈯
１７：３０～２０：００
会場 日野宿本

援農・野菜栽培塾参加者募集

短編アニメ映画「陽なたのアオシグ
レ」上映および体験ワークショップ

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の寄席

陣
出演 六代目三遊亭圓窓（写真）、三遊
亭吉窓、落語教室受講生
対象 中学生以上
定員 申込制で先着５０人
費用 ７００円※中学生は５５０円
申 ３/３㈫から電話
問 新選組のふるさと歴史館（緯５８３
－５１００）
日野宿本陣閉館時間変更 
３/２８㈯は講座開催のため１５：００閉館
 

日時 ３/２８㈯１３：３０～１６：３０
講師 鈴木直美氏
内容 お惣菜３品とデザート
定員 申込制で先着２０人
費用 １,０００円
申 ３/３㈫から電話
会場・問 東部会館（緯５８３－４３１１）
 

　いずれも問　同クラブ（緯思５０６－
９９７９死hirayamadai@hop.ocn.ne.
jp）
作陶展 
日時 ３/３㈫～８㈰１０：００～１７：００　会
場　とよだ市民ギャラリー　内容　平山
台の陶芸教室「陶野会」による作陶展
ターゲットバードゴルフ体験教室 
日時 ３月の毎週水曜・金曜日１３：００～
１５：３０　会場　平山台健康・市民支援セ
ンターグラウンド　講師　日本TBG協
会公認指導員
平山台山歩きの会 
日程 ３/１７㈫※雨天中止　集合　７：１０JR
高尾駅下りホーム前方、１５：００猿橋駅
解散　コース　百蔵山登山口→百蔵山頂
※歩行距離８.４㌔　費用　５００円※交通費
別途　持ち物　弁当
 

日時 ７/１１㈯１４：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
費用 ６,５００円※全席指定
申 ３/７㈯からひの煉瓦ホール、七
生公会堂、東京労音府中センターで
チケット販売
問 東京労音府中センター（緯０４２－
３３４－８４７１）

東部会館料理教室～忙しい人
の手早くおいしいお惣菜

平山台文化スポーツクラブか
ら

日野市市民会館文化事業協会共催
事業～秋川雅史コンサートツアー


