
催 し
スポーツ

ハンドロウル教室～カーリン
グを床上で行う屋内スポーツ
 1006562ID

日時 4月10日㈫・24日㈫14:00～16:00 
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ 講師 住友不動産エスフォ
ルタ㈱ 定員 先着15人 持ち物 上履き 
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

障害者スポーツ体験教室参加
者・ボランティア募集
問 文化スポーツ課（☎514-8465） 

1003181ID

参加者募集
日時 4月10日㈫・24日㈫、5月8日㈫・
22日㈫、6月12日㈫・26日㈫14:00～
16:00 会場 市民の森ふれあいホール
※直接会場へ 指導 東京ヴェルディ
㈱普及コーチ 対象 行き帰りが自力
で行える小学生以上の市内在住・在
勤・在学者 定員 各日先着30人 その他 
種目は市 HP  参照
ボランティア募集～障害者スポー
ツ体験教室の参加者補助
内容 参加者補助、会場設営など 対象 
18歳以上の市内在住・在勤・在学者 
定員 各日若干人 その他 事業中のけ
がなどは市の包括保険で対応 申込 
実施日前日までに電話

平山台文化スポーツクラブ～
ぶらり街歩き 1003186ID

日程 4月13日㈮ 集合 10:30JR市ヶ谷
駅改札出口、14:00JR飯田橋駅解散 
コース 外濠公園～靖国神社～神楽坂
通り～善國寺～赤城神社（5㌔） 講師 
羽染守氏（市民講師） 費用 500円※交
通費実費 申込 電話 問 平山台文化ス
ポーツクラブ（☎ FAX 506-9979）

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 同プール（☎583-5266）
 1000974ID

①はじめての水中ウオーキング教室
日時 4月20日㈮・27日㈮11:00～12:00 
定員 申込制で先着7人 費用 2,700円
※入場料別途 申込 4月12日㈭までに
電話
②定例大人の水泳教室

日時 4月の毎週水曜・土曜日12:30～
13:30 定員 10人 対象 18歳以上の方 
費用 5回5,400円のチケット購入制※
入場料別途

ちょこっとウオーキング～程久保川
八重桜ウオーキング 1008158ID

日程 4月21日㈯※小雨実施 集合 10:00
高幡不動駅北口※直接集合場所へ、
12:00高幡不動尊解散 コース 向島用
水親水路～程久保川遊歩道左岸～浅
川・程久保川合流点～程久保川遊歩
道右岸（5㌔） 持ち物 雨具、飲み物 
その他 参加者に「ひの新選組ポイン
ト」200ポイント付与シールをプレ
ゼント 問 文化スポーツ課（☎514-84
65）

生活・環境
援農・野菜栽培塾5期生募集
 1008146ID

日時 4～12月の第2・第4日曜日 午前
※行事などで一部変更あり会場 七
ツ塚ファーマーズセンター 講師 援
農の会会員およびJA東京みなみ職
員など 対象 年間参加でき、説明会
に必ず出席できる方 定員 10人 費用 
1,000円（保険料、収穫祭など） 申込 

4月10日㈫までに日野人・援農の会
（佐藤☎581-4407  t-satou@jcom.
zaq.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 都市
農業振興課（☎514-8447） 

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売
 1007800ID

日時  4月12日㈭・26㈭12:00～13:00 
会場 市役所1階正面玄関付近 問 都市
農業振興課（☎514-8447）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室　　　 1007815ID

日時 4月18日㈬・19日㈭10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー アンパンマンほか1品 定員 
申込制で先着6人 費用 3,000円 申込 
竹内（☎090-7284-1947）へ電話 問 都
市農業振興課（☎514-8447）

普通救命講習 1002423ID

日時 4月22日㈰9:00～12:00 会場 日野
消防署 内容 心肺蘇生、AEDの使用
方法、窒息の手当、止血の方法など 
定員 申込制で先着10人 費用 1,400円
（テキスト代） 申込 4月3日㈫から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

コース 日程
※詳細は問い合わせを 会場 内容 対象 問合せ先

邦楽研究グループ和
歌紗会

6月3日～11月末(全
15回)

落川都営住宅地
区センターなど

琴・三味線・太
鼓の実技指導

幼稚園～高
校生

森
（☎592-5157）

豊田和装礼法親子教
室

5月26日～9月15日
(全13回)

多摩平の森ふれ
あい館 きものの着装

と 礼 法（ マ ナ
ー）を学ぶ

小学3～6年
生と保護者

上
カミ
圷
アクツ

（☎583-6776）

日野市東部和装礼法
親子教室

6月2日～9月9日
(全13回)

東部会館

小学4～6年
生と保護者

今野
（☎592-1072）

いけばな「桃花会」 5月29日～12月2日
(全10回)

いけばなの歴
史と実技指導

保育園～中
学生

山本
（☎582-0480）

平山地区伝統文化い
けばなこども教室 6～12月(全10回) 平山季

すえ
重
しげ
ふれあ

い館 小学生 馬場
（☎584-3829）

いけばなグループ「ふ
あり」

4月28日～12月28日
(全10回)

落川交流センタ
ー 小学生 北村

（☎592-7526）

日野市南平和装礼法
親子教室

6月17日～9月16日
(全10回)

南平駅西交流セ
ンター

きものの着装
と 礼 法（ マ ナ
ー）を学ぶ

小学4年～
中学生

坂田
（☎594-0360）

日野伝統文化こども
お筝教室

7～10月下旬
(全13回) 平山小 お筝の実技指

導
小学生と保
護者

村田
（☎599-0375）

　日本に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。
日本に古くから受け継がれてきた伝統的な文化を体験・習得し
伝統文化こども教室

日程・内容 下表の通り　申込 下表の問合せ先へ電話　問 文化スポーツ課（☎514-8462）
1007637ID

15 市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!  市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎

催
し


