
催 し
1 スポーツ

東部会館温水プールいきいき教室
問 同プール（☎583-5266※9:30～
20:30） 1000974ID

▶着衣泳体験教室  日時 6月16日㈯
18:00～20:45 会場 同プール 対象 小
学生以上※幼児は親子参加可 定員 
申込制で先着30人 費用 300円※入場
料別途 申込 6月15日㈮までに電話
▶はじめての水中ウオーキング  
日時 6月22日㈮・29日㈮11:00～12:00 
会場 同プール 定員 申込制で先着7人 
費用 2,700円※入場料別途 申込 6月
14日㈭までに電話
①ラクラク息継ぎを覚えよう！ ３日
間水泳教室②早起き₅日間！こども
水泳教室  日時 ①7月20日㈮～22日
㈰17:00～18:30②7月24日㈫～28日
㈯9:00～10:00 会場 同プール 対象 ①
小学3～6年生②小学生 定員 ①10人
②15人 費用 ①4,500円②7,500円※い
ずれも入場料別途 申込 6月15日㈮

（必着）までに〒191-0021石田1-11-1
東部会館温水プールへ はがき  で。教
室名、参加者住所・氏名、電話番号、
学校・学年、泳力を記入
▶プール営業時間について
　6月16日㈯は教室実施のため、一
般の利用は18:00まで。6月19日㈫・
20日㈬は定期清掃のため休業しま
す。

障がい者講師から楽しく学べ
るダイバーシティセミナー～
あすチャレ！ Academy 
 1003187ID

日時 6月16日㈯10:30～12:50 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール
※直接会場へ 内容 レクチャー、体
験プログラム、グループワークなど 
講師 薄 葉 幸 恵 氏（ あ す チ ャ レ！
Academy講師） 定員 先着50人 問 文

化スポーツ課（☎514-8465）

スポーツ体験会～スポーツで
いい汗かきませんか
問 文化スポーツ課（☎514-8465）
 1008762ID

▶親子で楽しむハンドロウル・ユ
ニホック  日時 6月17日㈰10:00～11:
30 会場 豊田小体育館 種目 ハンドロ
ウル、ユニホック
▶スタート・トライ・チャレンジ  
日時 6月23日㈯ 10:00～11:30 会場 仲
田小体育館 種目 ユニホック、ボッ
チャ、ドッチビーなど
▶スタート・トライ・チャレンジ  
日時 6月30日㈯ 10:00～11:30 会場 東
光寺小体育館 種目 ユニホック、ボッ
チャ、ドッチビーなど
　いずれも 指導 日野市スポーツ推
進委員 持ち物 体育館履き、飲み物、
タオル 申込 不要。直接会場へ

オープン前の市民プールでヤ
ゴやオタマジャクシなどの水
生生物採集 1008562ID

日時 6月24日 ㈰13:30～14:30※ 小 雨
実施 対象 小学生と保護者 定員 20組 
申込 6月10日㈰（必着）までに〒191-
0015川辺堀之内190番地日野市民プ
ールへ 往復はがき  で、イベント名、住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を
記入 問 文化スポーツ課（☎514-8465）

ユニバーサルスポーツ体験会
～障害のある方もない方も一
緒にニュースポーツを体験し
ませんか 1008767ID

日時 6月24日㈰9:30～11:30 会場 南平
体育館 種目 ハンドロウル、ボッチ
ャ、卓球バレーなど 指導 日野市ス
ポーツ推進委員 申込 6月4日㈪9:00
～15日㈮に電話 問 文化スポーツ課

（☎514-8465）

市民体育大会 1003171ID

　いずれも詳細は要項参照（市役所3
階文化スポーツ課、陸上競技場、南
平体育館にあり）を参照。
▶テコンドー競技  日時 7月8日㈰
9:20から 会場 南平体育館 種目 トゥ
ル（型）の部、マッソギ（組手）の部、
トゥル（型）団体の部 対象 市内在住・
在勤・在学者、テコンドー協会会員 
費用 1,000円 申込締切日 6月18日㈪ 問 

日野市テコンドー協会（関本☎581-
8733）
▶家庭婦人バレーボール競技  日時 
7月8日㈰9:00から 会場 市民の森ふ
れあいホール 種目 家庭婦人で編成
された9人制 対象 市内在住・在勤者 
費用 1チ ー ム3,000円 ※7月4日 ㈬18:
30から南平体育館で行う代表者会議
で徴収 申込締切日 6月27日㈬ 問 日野
市バレーボール連盟（天野☎070-
1397-4526）
▶ソフトボール競技  日程 7月1日か
らの毎週日曜日 会場 万願寺中央公
園グラウンドほか 内容 一般男子の
部1部・2部（初参加は2部から）、女
子の部、中学生の部 対象 市内在住・
在学・在勤者 費用 1チーム3,000円 
その他 6月17日㈰19:00から中央福祉
センターで監督主将会議あり 問 日
野市体育協会事務局（☎582-5770）

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-997
9） 1003186ID

▶フラダンス教室  日時 6月5日㈫・
12日㈫・26日㈫13:30～15:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 
村井世子氏（公認指導者） 費用 250円
▶ソフトエアロ教室  日時 6月1日
㈮・8日㈮・15日㈮・22日㈮14:00～
15:30 会場 平山台健康・市民支援セ
ンター 講師 星野佳代子氏（公認指導
者） 費用 250円
▶ぶらり街歩き  日程 6月8日㈮ 集合 
11:00地下鉄丸ノ内線赤坂見附駅改札
出口、15:00JR四ツ谷駅解散 コース 
ニューオータニ日本庭園～迎賓館～
於岩稲荷 費用 500円※交通費実費

趣味・教養
創業するための知識・技術を
身につける創業スクール
 1008769ID

日程・内容 右上表の通り 時間 13:00～
17:30 会場 PlanT（多摩平の森産業連携
センター） 講師 浅川絢子氏（HerbNet
代表）など 対象 創業予定の方、また
は創業後間もない方 定員 申込制で
先着20人 費用 5,000円（テキスト代） 
その他 1歳～未就学児の保育あり。
開 催 日 の14日 前 ま で に 申 し 込 み 
申込 産 業 振 興 課（ FAX 583-4483  
sangyo@city.hino.lg.jp）へ 電 話、

ファクスまたはEメールで。住所、
氏名、電話番号を記入 問 産業振興
課（☎514-8442）

日程 内容
6月23日㈯ 事業構想・経営理念

30日㈯ マーケティング・販売戦略
7月 7日㈯ 人材育成・資金調達

21日㈯ 税務・会計・事業開始の手続き
8月 4日㈯ ビジネスプラン発表会

ひの煉瓦ホール（市民会館）ロ
ビー 100歳のピアノによるお
昼のミニコンサート
 1000966ID

日時・出演 6月9日㈯横山恵梨氏（フ
ルート）・大西桃子氏（ピアノ）、23
日㈯丸山葉子氏（ピアノ）いずれも
12:30～13:00 会場・問 同ホール（☎5
85-2011）

七生公会堂から
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）
 1005894ID

▶ホワイエライブ  日時 6月13日㈬
15:00～16:00 出演 櫻井千恵氏（アコ
ーディオン） 定員 先着50人
▶かわせみ寄席～古今亭志ん朝名
演映像上映  日時 6月21日㈭15:00～
16:00 定員 先着50人

女性限定傷ついた心の回復を
目指す講座～育った環境から
の影響について知ろう
 1000594ID

日時 6月16日㈯13:30～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了）など 費用 
500円（資料代） その他 1歳～未就学
児の保育あり。手話通訳あり。6月6
日㈬までに電話、ファクス 問 男女
平等課（☎584-2733 FAX 584-2748）

「音楽の絵本」ズーラシアンブ
ラス＆弦うさぎ 1008408ID

日時 7月14日㈯14:00から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 内容 親子で
楽しむ、動物たちが奏でる多彩なク

ラシックコンサート 費用 2,000円※
高校生以下1,000円。全席自由席 問 
日野市市民会館文化事業協会事務局

（文化スポーツ課☎514－8462）

「セ三味ストリート」のびっく
り三味線ショウ 1008567ID

日時 6月30日㈯14:30から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 費用 2,000円※
3～16歳未満1,000円、親子ペア2,500
円、65歳以上1,000円、3歳未満無料

（膝上の場合） 申込 電話 問 NPO法
人日野子ども劇場（☎583－8226）

東部会館料理教室～これから
夏の暑さを乗り切る元気レシ
ピ！ 1000974ID

日時 7月7日㈯9:30～13:00 会場 東部
会館 内容 甘辛チキンバーガー、枝
豆の冷製スープなど 講師 鈴木直美
氏（料理研究家） 定員 申込制で先着
20人 費用 1,000円 申込 6月5日㈫9:00
から電話 問 東部会館（☎583-4311）

キエフ・クラシック・バレエ～
チャイコフスキー夢の三大バ
レエ名場面集 1008569ID

日時 7月20日㈮18:30～21:00 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館） 出演 キエ

フ・クラシック・バレエ 費用 4,000
円※全席指定 チケット ひの煉瓦ホ
ール（窓口のみ）、七生公会堂（窓口
のみ）、インプレサリオ東京チケット
センターなどで販売中 その他 4歳未
満入場不可 問 インプレサリオ東京
チケットセンター（☎03-6264-4221）

抽選で1,100人をご招待！東
京都交響楽団プレミアムコン
サート「未来へのハーモニー」
 1008753ID

日時 7月8日㈰15:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 曲目 モーツァ
ルト「交響曲第40番ト短調」など 指揮 
梅田俊明氏 その他 東京都アーツカウ
ンシル主催 申込 6月7日㈭までプレミ
アムコンサート HP（http://www.
tmso.or.jp/j/special/premium/）
参照 問 プレミアムコンサート日野
公演事務局（☎03⊖3669⊖8551）

高幡不動尊
あじさいまつり

日程 6月1日㈮～7月7日㈯
会場 高幡不動尊境内
内容 植木市、フリーマーケット
問 高幡不動尊（☎591-0032）

　市内で初めて国登録有形文化財に登録された旧農林省蚕
さ ん し

糸試験場日野桑
園第一蚕室を、絹遺産観光資源や地域活動の拠点として積極的に活用する
ため、日野市商工会と「旧農林省蚕
糸試験場日野桑園第一蚕室の保存・
修復に関する協定」を締結しまし
た。保存活用計画に基づく保存と
修復に関し、市および市内建築設
計者、建設事業者の技術力を結集
することにより質の高い修復を実
現して、同蚕室を市の宝として保
存し、後世に語り継ぐことを目的
としています。

▲4月23日の締結式の様子

日野市商工会と「旧農林省蚕糸試験場日野桑園
第一蚕室の保存・修復に関する協定」を締結

問 緑と清流課（☎514-8307）

1008538ID
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