
●��

第����号��平成��年（����年）�月�日 市役所�代表電話
�������	
�
	����

４月１日号
……３月９日（金）
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……３月２３日（金）

原稿締め切り日

投稿のページ

原稿は郵送かご持参、または市ホームページから電子申請で受け付け／政治・宗
教・営利に関するものは掲載不可／問い合わせは各文末の代表者へ。市は関与し
ていません／特に記載のないものは原則無料／掲載後に苦情があったものは、今
後の掲載を見合わせていただきます／掲載された記事は、市ホームページで広報
ひのＰＤＦ版・テキスト版にも掲載されます

 

★日野の自然を守る会から　�観察
会「冬鳥ウオッチング・東京港野鳥
公園」…３月４日�午前１０時東京モ
ノレール流通センター駅改札集合／
３００円※中学生以下１００円／飲み物、
筆記用具、双眼鏡持参／金子（�５８３
－６６２２）�観察会「早春の里山・小
山田緑地」…３月２５日�午前９時小
田急多摩線唐木田駅改札集合／３００
円※中学生以下２００円／中嶋（�５８１
－６９３９）�ミニ観察会「中央線沿線
ウオッチング７２藤野駅・イタドリ沢
の頭」（一般向き）…３月１８日�午前
７時５０分ＪＲ高尾駅４番線中央付近
集合／２００円※中学生以下１００円／弁
当、水筒、筆記用具、あれば双眼鏡
持参／山本（�０４２－６２１－０９３４午後
７時以降）／いずれも雨天中止
★子どもや教育を語ろう＆子どもに
とっての水や太陽�　３月１０日�午
後２時～４時／ひの社会教育センタ
ー／話題提供者・佐藤正身氏（元五
小教師）／お子さん、高齢者歓迎／
椿坂（�５９１－２２６７）
★浅川ふれあい橋冬鳥観察会　３月
１１日�午前８時～１１時※ふれあい橋
南詰集合。小雨実施／浅川（ふれあ
い橋～一番橋）※直接会場へ／２００円
／双眼鏡持参※動きやすい服装で／
八王子・日野カワセミ会（粕谷�０４２
－６２６－１２９５）
★マルチメディアに強くなる「パソ
コン音楽」入門教室　３月１２日�・
１９日�・２６日�・２８日�午後３時～
５時／豊田駅北交流センター／２千
円／七生パソコンクラブ（村上�５９２
－９５１８）へ申込
★講演会「新選組にまつわる歴史的
な背景」近藤と土方の友情とその背
景　３月１７日�午後１時３０分～４時
／多摩平の森ふれあい館／講師・市
職員／５００円※会員無料／日進会（大
山�５８１－７５４４）
★ＮＰＯ法人日野福祉の学校連続講
座「高齢者福祉と障害者福祉の行方
は？」　 ３月１８日�午後２時～４時
／ひの社会教育センター／地域包括
支援センターの課題と障害者自立支
援法の課題／講師・小澤温氏（東洋
大学教授）／８００円※会員５００円／同
校（�５８６－４０４４）へ申込
★多摩ふるさと学「多摩の戦後史」
４月１４日～６月２日の毎週土曜日午
前１０時３０分～正午（７回）※４月２８
日は午前１０時～午後０時３０分。祝日
を除く／実践女子学園生涯学習セン
ター（大坂上）／筆記用具持参／７
千３５０円／同センター（�５８９－１２１２
�５８９－１２１１）へ申込
★パソコンステップアップ・レベル
アップ初級・中級講座　４～９月の

講習・学習会講習・学習会
月３回土曜日午前１０時～正午／豊田
駅北交流センターな

ど／１８歳以上の方
対象※主婦・中高年者歓迎／１万２
千円／日野市ＩＴ研究会（小野�５８１
－７１５７）
★多摩中国語講習会　４～９月／同
会（立川市）／入門～中級※見学歓
迎／６カ月３万５千円／詳細は３月
１７日�午後２時～４時に実施の説明
会に参加を／同会（�５２３－０７０８）
 

★「栄光保育園」から　�子育て講
座「楽しく子育てＱ＆Ａ」…３月５
日�午後４時～４時５０分／同園（平
山）／講師・辻久子氏／乳幼児の保
護者対象�正看護師・保育補助募集
…�午前９時～午後２時�午前８時
３０分～午後５時�午後３時～８時※
看護師は�のみ／有資格者対象※子
育て経験者歓迎／詳細は問い合わせ
を／同園（根津�５９３－１５３８）
★フリーマーケット出店者募集　３
月１１日�、４月８日�午前９時～午
後３時／高幡不動尊境内／２千円／
リサイクル運動友の会（�５７９－４００３）
★ベビーマッサージ　３月１２日�午
前１０時３０分～正午／新町交流センタ
ー／３～９カ月児と保護者対象／
３００円（オイル代ほ

か）／バスタオル、
おしぼり、お子さんの飲み物持参／
子ども人権サポーターの会（岩見�・
� ５９２－１７１９）へ申込
★ひの山歩きの会入会説明会　３月
２３日�午後１時から／中央公民館／
中高年者対象／若干人／入会希望者
は入会金等持参／同会（中島�５８４－
８５３９）
★かるたを貸し出します　�日野市
の郷土かるた（昭和５４年市立図書館
作成）※大判にしたため小雨時も使
用可�百人一首（読み札１組、取り
札３組）／葛野（�５８１－４０４７）
★スタッフ募集　�看護師（正職員）
…４月から�パート保育士…月曜～
土曜日午前７時～１１時／いずれも有
資格者対象／詳細は問い合わせを／
つくしんぼ保育園（ 久  野 �５９１－６１５３

く の

月曜～金曜日午前１０時～午後３時）
★移送サービス運転協力者募集　一
般交通機関での外出が困難な方の移
送サービス／運転経験３年以上の３０
～６５歳の方対象／ＮＰＯ法人福祉カ
フェテリア（�５８２－７２９４）
★ひの社会教育センターから　�ラ
イト・クラシックコンサート…３月
２１日�午後２時から／ピアノ、フル
ート、パーカッションアンサンブル
�スイミング「ドル平泳法」体験教
室…３月１５日�午前１０時３０分～１１時
３０分／コニカミノルタ健保プラザ／
いずれも費用等、詳細は問い合わせ
を／同センター（�５８２－３１３６）

ごあんないごあんない

 

★「舞ステップ」ダンスパーティー
３月４日�午後１時３０分～４時３０分
／新町交流センター※女性のみ先着
順でプロと踊れます／５００円（軽食、
飲み物付き）／同会（山田�０９０－
７２５７－４６０９）
★母と子のマザーグースで遊ぼう！
絵本で遊ぼう！　３月６日�・１５日
�午前１０時３０分～１１時３０分／東部会
館／イースターの工作、英語の歌、
手遊びほ

か／１～３歳児と母親対象／
各回先着８組／５００円（資料代）／小
笠原（�・�５８３－５５３２）へ申込
★｢優雅｣社交ダンスパーティー　３
月１１日�午後１時～４時／新町交流
センター※初心者歓迎／各回７００円
（果物、飲み物付き）／同会（高橋
�０９０－３５３２－３７９４）
★「ダンスサークル四季の会」ダン
スパーティー　３月１１日�午後１時
３０分～４時／ひの社会教育センター
／５００円／同会（川畑�０９０－８８９２－
８９３８）
★彦五郎旅～東光寺道から滝山街道
へ彦五郎逃亡の足跡を訪ねる　３月
１１日�午前８時３０分大昌寺（日野本
町）集合※ミニバス利用。雨天実施
／コース・武州一揆打ち止めの地～
大蔵院～滝山城址～桂福寺～秋川神
社～大久野「羽生家」～八王子城址
～壺伊勢屋跡ほ

か／先着２５人／３千円
※昼食代実費／佐藤彦五郎友の会
（吉澤�５８３－５９４４）へ申込
★「日野新選組同好会」３月度公開
例会　３月１８日�／土方歳三資料館
（石田）／箱館戦争と榎本 武  揚 ／講

たけ あき

師・榎本隆充氏（榎本武揚顕彰会会
長）／３０人／１千５００円※会員５００円
／同会（�５９２－２２５６�５９２－３６２９）
へ申込
★谷春雄氏を偲ぶ座談会　３月１８日
�午後２時～３時／佐藤彦五郎新選
組資料館（日野本町）／谷享司氏、
矢口祥有里氏ほ

か／５００円（入館料）／
佐藤（�５８１－０３７０）
★落語を聴く会　３月２１日�午後２
時から／勤労・青年会館／出演・林
家彦丸／１千円／同会（�０９０－６４９９
－７３２９）
★自然観察会「早春の植物を訪ねて
散策しよう！」　 ３月２５日�午前９
時３０分～正午※日野駅交番前集合。
小雨実施／コース・宝泉寺～市内雑
木林～日野中央公園／２００円（保険
料ほ

か）／筆記用具、飲み物持参／Ｎ
ＰＯ法人日野市レクリエーション協
会（加藤�５９２－６０８７）へ申込
★トロント国際ろう映画祭最優秀賞
受賞作品「迂路」上映会　３月３１日
�午後２時３０分と午後６時からの２
回／市民会館小ホール／サイレント
ムービー（字幕スーパー）、監督・おお
だてのぶひろ氏のトークショー（音
声通訳あ

り）／各回１８０人／前売り９００
円※中学生以下５００円／日野市聴覚
障害者協会事務局（堀場�５８４－６６９３）
 

★ハーモニー・コンサート　３月４
日�午前１１時～午後１時…親子ふれ
あいミニコンサート、午後１時３０分
～２時３０分…癒しのパステル画／ひ

もよおしもよおし

美術・音楽美術・音楽

よこハウス＆グリーンルーム（東豊
田）／楽器体験、子育て相談／幼児
と保護者対象／各回３０人／１千円※
子ども無料／同会（久木田�０７０－
５０２３－２０１２）
★日野市美術連盟会員展　３月６日
�～１１日�午前１０時～午後５時※６
日は午後１時から／市民会館展示室
／水彩、油彩、日本画ほ

か／同連盟（土
方�５８７－５１７０）
★陶芸サークル「茜会」作陶展　３
月６日�～１１日�午前１０時～午後６
時※１１日は午後４時まで／とよだ市
民ギャラリー／阿川（�５８４－７１１６）
★「アンサンブル・レェヴ」ふれあ
いコンサート　３月１５日�午前１０時
１５分から／市民会館小ホール／曲目
・愛のロマンス、コーヒールンバほ

か

／６００円（３歳以上）※前売り・電話
予約５００円／菅野（�５８６－７９５８）
★百草台小合唱団「百草のなかよし
コンサート」　 ３月１７日�午後１時
４０分から／七生公会堂／宮田（�５９４
－３７６９）
★うたごえｉｎひの　３月１７日�午
後６時～９時／多摩平の森ふれあい
館／歌謡曲等の大合唱／８００円（軽食
付き）／前田（�０９０－８８１１－４０１２）
★Ｂｒａｓｓ Ｆｅｓｔａ多摩２００７
～三宅島復興祈念チャリティーコン
サート　３月１８日�午後５時から／
パルテノン多摩（多摩市）／曲目・
ブルースカイほ

か／指揮・丸谷明夫氏
／１千５００円※学生１千２００円／同実
行委員会（�０８０－９３７５－５８７３）
★日野混声合唱団「公開練習＆ミニ
コンサート～合唱のバリアフリーを
めざして」　 ３月１８日�午後２時か
ら／ひの社会教育センター／曲目・
みかんの花咲く丘ほ

か／指揮・土屋奈
津子氏／大内（�０８０－１２５９－８１３８）
★ギターとヴァイオリンのコラボレ
ーション　３月２１日�午後２時３０分
から／ならの木（東豊田）／曲目・
タンゴの歴史より（ピアソラ）ほか／出
演・山本明（ギター）、藤田正朗（ヴ
ァイオリン）／２千３００円（菓子、飲
み物付き）／ならの木文化サークル
（�５８４－８０４９）へ申込
 

★日野市ミニテニス連盟「春季大会」
３月１８日�午前９時～午後４時／南
平体育館／混合の部、女子の部※い
ずれも５５歳以下の部、５６歳以上の部
あり／予選リーグ戦、トーナメント
戦／８００円（保険料ほ

か）／弁当持参／
３月１０日�までにペアで同連盟（馬
場井�５９３－６３２３）へ
★日野市卓球選手権大会（シングル
ス）　 ４月１日�午前９時から／南
平体育館／男子、女子。年齢別※詳
細は南平体育館、市文化スポーツ課
に掲示／３月１４日�までに〒１９１－
００４１南平５－６－２今井勇（�５９１－
５８９９）へ
★日野市テニス協会「硬式テニス春
季男子ダブルス大会」　４月７日�・
１４日�※予備日２１日�／多摩平第１
公園テニスコート／市内在住・在勤・
在学者対象／１組４千円／３月１４日
�（必着）までに現金書留で。住所、氏
名、電話・ＦＡＸ番号を記入し、〒１９２
－００６３八王子市元横山町３－１７－１５
高田誠司（�０４２－６２８－０２１０）へ

スポーツスポーツ


