
催 し
趣味・教養

日野市無形文化財「日野祭ば
やし演奏会・絆」

日時 11/19㈰13:00～15:00 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 出演 東光寺
囃子連、日野囃子保存会、豊田囃子
保存会、四谷睦囃子連、東町囃子連、
日野囃子愛好会、同志囃子連 問 橋
本（☎080-6848-3221）、市文化スポー
ツ課（☎514-8462）

新選組副長土方歳三ゆかりの地を
歩く～「幕末歴史散歩」参加者募集

日程 11/23㈷※小雨実施 集合 8:50モ
ノレール万願寺駅、16:30高幡不動尊
解散 内容 日野新選組ガイドの会ガ
イドの案内で、新選組ゆかりの日野
宿、石田村から紅葉の美しい高幡不
動万燈会と幻想的な「たかはたもみ
じ灯路」を巡る※井上源三郎資料館
で天然理心流演武見学と体験あり 
定員 30人 費用 2,500円（見学料、保険
代、ガイド料込）※昼食代、電車代
は実費 申込 11/19㈰までに日野市観
光協会（FAX 586-8961 info@shinsen
hino.com）へFAXまたはメールで。
住所、氏名、連絡先を記入 問 日野
新選組ガイドの会（小安☎090-6510-

1968）、市観光振興課（☎514-8461）

選挙啓発講演会「日本の政治
と選挙制度について」

日時 11/28㈫14:00~16:00会場 ひの煉
瓦ホール(市民会館)※直接会場へ
講師 古賀攻氏(毎日新聞社論説委員
長)定員 先着200人その他 手話通訳
あり 問 選挙管理委員会事務局（☎
514-8806）

日野宿発見隊「日野宿ミステ
リーツアー」

日程 12/2㈯ 集合 9:30日野図書館、
12:00同所解散 定員 申込制で先着15
人 申込 11/17㈮10:00～30㈭に電話 
問 日野図書館（☎584-0467）

楽しもう!  レクリエーション
日時  12/16㈯13:00～16:00 会場 多摩
平の森ふれあい館 内容 マンドリン・
ギター演奏、手品、ポップス（歌と演奏）、
よさこい踊り、子供の遊び（ゲーム・バ
ルーン） 問 日野市レクリエーション
協会（馬場井☎090-5426-9037）

日野宿につるし雛を飾りませ
んか～作品募集
　2/20㈫～3/4㈰に日野宿本陣で開
催される「お雛さまを愛でる会」に合
わせ、日野図書館、日野宿交流館、
中央公民館で飾る「つるし雛」を募集

します。出展希望者は下記説明会に
お越しください。
日時 12/2㈯10:00～11:00 会場 日野宿
交流館※直接会場へ 問 新選組のふ
るさと歴史館（☎583-5100）

パソコン講習会（₁₂月）
日時・内容  下表の通り 申込 11/22㈬
（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教室係へはがきで。希望講座名
と番号、住所、氏名、電話番号、
OS（分かる方）を記入 会場・問 シル
バー人材センター（☎581-8171）

番号・講座名 日時 費用

①Word︲１～ 簡
単な案内文作成

１2/8㈮・１5㈮
１0:00～１2:00

各3,000円
（テキスト代含む）

②Ｅｘｃｅℓ︲2～
グラフの作成

１2/１0㈰､ １7㈰
１0:00～１2:00

③デジカメ応用
～写真の加工

１2/9㈯・１6㈯
１3:00～１5:00

④インターネッ
トを楽しく活用

１2/9㈯・１6㈯
１0:00～１2:00

⑤動くイラスト
作り

 １2/22㈮
 １0:00～１2:00

１,500円
（テキスト代含む）

⑥Excel VBA入
門～タイマー・
ストップウォッ
チを組む　

１2/１0㈰・１7㈰
１3:00～１6:00

4,500円
（テキスト代含む）

勤労・青年会館～落語・三
遊亭鳳志「中村仲蔵」ほか

日時 12/5㈫14:30から 定員 申込制で
先着100人 費用 1,500円※小学生以

下、学生、80歳以上・障害のある方
は割引あり 会場・問 勤労・青年会館
（☎586-6251）

郷土資料館から
問  同館（☎592-0981）

体験学習会～正月飾りを作ろう 日時
12/16㈯13:30～15:30会場同館講師わ
らぞうり保存会 定員 申込制で先着
30人 申込 11/18 ㈯から電話
たきび祭前夜祭～たきびの詩人巽
聖歌・お話と朗読・歌の集い  日時
12/8㈮15:00～17:00 会場 旭が丘地区
センター 内容 お話「巽聖歌と赤い鳥
の創始者鈴木三重吉」、朗読と歌「私
の好きな巽聖歌」※終了後キャンド
ルサービスあり 出演 鈴木潤吉氏（鈴
木三重吉孫）、朗読の会うづき、ハ
ピネス39 定員 申込制で先着30人 
申込  11/18㈯から電話

メーカーズキャラバン～工場見
学付きコラージュワークショップ

日時 12/9㈯①10:40～14:30※工場見
学付き②15:30～16:30 会場 PlanT（多
摩平の森産業連携センター） 内容 市
内企業のコニカミノルタ㈱製造の
「ナッセンジャー」で作った布を使っ
たサコッシュ（たすきがけのバッグ）
のコラージュ 定員 申込制で各回先
着8人 費用 1,000円 申込 電話 問 産業

振興課（☎514-8442）

アーカイブス＆名曲サロン10
～ 家の 片 隅で眠っているレ
コードやオープンリールを再生
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

日時  12/15㈮ ･16㈯12:00～19:00 
対応機器  カセットテープ、レコー
ド、オープンテープ※保存状況によ
り再生できない場合あり

 

PlanT︲lab ビジネスセミナー
日時 12/14㈭18:30～20:30 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター） 
講師 阿部哲也氏（IKEUCHI ORGANIC
㈱代表取締役） 対象 創業者、経営者、
企業でプロジェクトを進行中の方 
定員 申込制で先着20人その他 1歳～
未就学児の保育あり。実施10日前ま
でに電話 申込 産業振興課（ FAX 583-
4483 sangyo@city.hino.lg.jp）へ
電話、FAXまたはメールで。住所、
氏名、連絡先を記入 問産業振興課
（☎514-8442）

Live café 赤レンガ A BABY 
HEARTSコンサート

日時 1/20㈯14:00から 出演 三浦タカ
氏、高梨太氏、加藤利樹氏 定員 120
人 入場料 1,500円 申込 電話で文化ス
ポーツ課（☎514-8462）または12/1㈮
から電子申請

　平山台文化スポーツクラブは、平山台健康・市民支援センターを拠点に子
供からシニアまで、少額の会費で好きな種目に参加できるクラブです。健康
づくり・仲間づくりに、興味を持ったプログラムに参加してみませんか？

　詳細は平山台文化スポーツ
クラブ HP をご覧ください。
奥武蔵「官ノ倉山」歩き  日程  11/28㈫ 
集合  7:45JR八王子駅八高線ホーム前寄
り 内容  三光神社～ 官ノ倉山～ 北向不
動（6㌔ 3時間） 費用  500円
ぶらり街歩き「泉岳寺・八芳園」  日程  
12/8㈮ 集合  11:00都営浅草線泉岳寺A2出
口｡ 15:00品川駅解散 費用  500円※会員
400円｡ 昼食代･入館料実費

スポーツや文化活動を一緒に始めませんか？

今月のご案内

平山台文化スポーツクラブ

問  平山台文化スポーツクラブ事務局（平山
台健康・市民支援センター内 ☎506-9979）

種目

①スポーツ吹き矢
②ビーチボール
③護身合気道
④卓球
⑤グラウンドゴルフ
⑥バドミントン
⑦太極拳
⑧ストレッチ
⑨ハンドロウル
⑩ヨーガ（１）（2）
⑪健康体操
⑫フラダンス
　（入門・初級・中級）
⑬ターゲットバードゴルフ
⑭ソフトエアロビクス
⑮ノルディックウオーキング

⑯ズンバ
⑰ズンバキッズ
⑱親子ズンバ
⑲山歩きと自然探索
⑳ぶらり街歩き

種目

①絵画教室
②樹脂粘土細工
③英会話教室（１）（2）
④男の料理教室
⑤コーラス
⑥裏千家茶道教室
⑦パステル絵画
⑧燻製教室
⑨書道教室

スポーツ系
●定期プログラム

文化系

平山台文化スポーツクラブが
「東京都スポーツ功労賞」を受賞
　総合型地域スポーツクラブの平山台文化
スポーツクラブが、平成29年度東京都スポ
ーツ功労賞を受賞しました。平成20年の設
立以来、数多くのスポーツ教室や講習会を
自主運営により実践し、地域コミュニティー
の活性化と健康増進に寄与した実績が評価
されたものです。

商店会どっと混む!
商店会を応援しよう！

　市内の頑張る商店会が実施する冬
のイベント事業をご紹介します。
　なお、都合により内容などが変更
になる場合があります。事前に各商
店会にご確認ください。

問産業振興課（☎5１4︲8437）

▼高幡若宮通り商店会～光のフェスタ 
日程 11/22㈬～2/3㈯ 内容 「洋の世
界」をイルミネーションで作り出す 
問 小林（☎090-1420-3521）
▼高幡不動商店会～謝恩福引歳末セール 
日程 11/25㈯～12/10㈰ 内容 抽選会、
ふれあいギャラリー その他  抽選会
は9㈯・10㈰12:00～18:00 問 堀内（☎
591-3327）
▼高幡不動参道商店会～歳末謝恩セール 
日程 12/10㈰～ 20㈬ 内容 提灯飾り 
その他  期間中お買い物をした方に
のりを配布、さらにくじ引きにより
お買物券配布 問 山本（☎591-3341）
▼南平駅南口商店会～歳末大売出し 
日程 12/1㈮～31㈰ 内容 抽選会、現

金のつかみ取り その他  期間中お買
い物をした方に金額に応じた抽選補
助券を配布。抽選会は30㈯・31㈰
10:00～17:00 問 新倉（☎591-7575）
▼百草団地商店会～お客様感謝セール20１7 
日程 12/2㈯～16㈯ 内容 ガラポン抽
選会 その他  抽選会は15㈮・16㈯
12:00～18:00 問 醍醐（☎591-2989）
▼南平中央商店会～クリスマスイルミネーションフェア 
日程 12/7㈭～24㈰ 内容 イルミネー
ションの飾りつけ、子供向けお菓子
の配布、抽選会 その他  抽選会は23
㈷10:00～17:00 問 加藤（☎593-0427）
▼旭が丘商工連合会～たきび祭  
日時 12/8㈮16:00～19:00､ 9㈯9:00～
15:15 内容 8日…巽聖歌詩朗読・歌、

キャンドルサービス、9日…太鼓、
よさこい踊り、地元小・中学校・地
域サークルのステージ発表など 問 
田中（☎090-8304-6862）
▼豊田商店会～歳末福引きセール 
日程 12/14㈭～31㈰ 内容 抽選会、大
判焼き・風船無料配布 その他  期間
中お買い物をした方に金額に応じた
抽選補助券を配布。抽選会は12/31
㈰22:00～1/1㈷1:00 問 髙野（☎583-
5385）
▼豊田北口商店連合会～新春の集い 
日時 1/27㈯11:00～15:00 内容 もちつ
き、ガラポン抽選会、豊田囃子、豚
汁・おしるこの無料配布など その他  
抽選会は13:00 問 堀田（☎581-2586）

会員募集
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