
催 し
子供・保護者向け
みんなの遊・友ランド
 1006609ID

　障害のある子もない子もお互いを
思いやる気持ちを育てるために、み
んなで一緒に楽しく遊ぼうというイ
ベントです。楽しい遊びが盛りだく
さん。お友達やご家族お誘い合わせ
の上、ご参加ください。
日時 6月10日㈰13:00～15:30 会場 市
民の森ふれあいホール 内容 大きな
風船、風船プール、レクリエーショ
ン、ダンスなど 持ち物 上履き、靴袋、
タオル、飲み物 問 子育て課（☎514-
8579）

四中地区青少年育成会ウオー
クラリー・手作り広場
 1008608ID

　「コマ地図」に従って、グループで
街を歩く楽しいウオークラリーと、
その空き時間に手作り工作を行いま
す。豚汁サービスもあります。
日時 6月17日㈰8:20～15:00※雨天実
施 会場 六小 費用 200円（保険料含む） 
持ち物 弁当、はし、お椀、敷物、雨
具 申込 6月8日㈮までに四中地区青
少 年 育 成 会（  4chu-ikuseikai@
goo.jp）へEメールで。住所、氏名、
電話番号を記入 問 子育て課（☎514-
8579）

働いている妊婦さんのママ・
パパクラス 1007346ID

日時 6月17日㈰10:00～12:00 会場 生
活・保健センター 内容 妊娠・出産・
育児について 対象 就業していて平
日コースの参加が困難な方 定員 申
込制で先着30組 申込 6月4日㈪から
電話 問 健康課（☎581-4111）

ファミリーの日～家族ってい
いねパパも子育てを楽しもう
 1004060ID

日時  6/17㈰10:30～12:00、13:30～
16:00 内容 思い出の家族手形など 
対象 0～3歳児と保護者 会場・問 地
域子ども家庭支援センター多摩平

（☎589-1260）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ 1008503ID

日時 6月24日㈰15:00～16:00 対象 生
後3～5カ月児と保護者 定員 申込制
で先着12組※初めての方優先 申込 6
月14日㈭10:00から電話 会場・問 地
域子ども家庭支援センター万願寺

（☎586-1312）

自然体験広場利用者募集
 1004070ID

　自然体験広場では、飯ごう炊飯・
キャンプファイヤーなどの野外活動
が楽しめます。また、ボランティア
スタッフが活動のお手伝いをしま
す。夏休みに子供たちの体験学習の
場としてご利用ください。

日時 7月21日㈯～8月26日㈰8:30～16: 
30※キャンプファイヤーの際は21: 
00まで対応可（要相談） 会場 仲田の
森蚕

さん
糸
し

公園 対象 中学生以下の子供
がいる市内在住の家族または子供
会・子育てサークルなど子育てに関
わる団体・グループ 申込 6月15日㈮
ま で に 子 育 て 課（  jidouf@city.
hino.lg.jp）へEメールまたは電話。
利用希望日・時間、代表者名、代表
者連絡先、利用人数、キャンプ用品
借用の有無を記入 問 子育て課（☎
514-8579）

ひとり親家庭・障害児家庭レ
クリエーション参加者募集

　要件、費用など詳細は問い合わせ

を。日時 7月21日㈯7:30～19:00 目的地 
東京ディズニーランド（貸し切りバ
ス使用） 対象・定員 Aひとり親家庭
親子60人、B障害児家庭親子40人※
申込多数の場合は抽選 費用 6,000円
※高校生以下は年齢・障害の有無に
より割引制度あり 申込 6月15日㈮

（必着）までに〒191-0011日野本町
7-5-23日野市社会福祉協議会親子レ
ク係（  sanka004@hinosuke.org）
へはがき、Eメールで。対象（Aま
たはB）、親子および介助者の氏名

（ふりがな）、住所、携帯電話番号、
生年月日、学年、障害名、車椅子使
用の有無を記入※後日、ひとり親家
庭を証明できる書類が必要 問 日野
市社会福祉協議会（☎582-2319）

子ども体験塾～オーケストラ・
ワンダーランドへようこそ！
 1006065ID

　東京交響楽団による大迫力のサウ
ンドがホールいっぱいに響き渡りま
す。今年は由井一小（八王子市）との
共演も行います。また、指揮者体験
やバックステージツアー、楽器体験
教室など、子供たちの五感を刺激す
るプログラムも用意しています。
日時 8月21日㈫14:00～15:30 会場 オ
リンパスホール八王子 対象 日野市、
八王子市に在住・在学の小・中学生、
高校生と保護者※小学生は保護者同
伴 定員 1,500人※申込多数の場合は
抽選 費用 保護者のみ1,500円 申込 6
月30日㈯までにカンフェティ・チケッ
トセンター（FAX 03-6228-1270）へファ
クスで。「オーケストラ・ワンダー
ランド」、代表者名、郵便番号、住所、
電話番号、参加人数、応募者全員の
氏名（ふりがな）、学校名、学年を記
入※バックステージツアー（20日ま
たは21日）、指揮者体験、楽器体験
教室を希望の場合はその旨も記入 
問 八王子市学園都市文化ふれあい
財団（☎042-621-3005）

健康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）※開催日当
日の実施確認は☎080-4347-1265

（8:00～8:30）へ 1007785ID

第1グループ～新緑の玉川上水を歩
いてみよう  日程 6月14日㈭※雨天

中止 集合 9:30多摩モノレール玉川上
水駅南口隣りのかしわ5公園、12:30
同所解散※直接集合場所へ コース 
玉川上水緑道～湖南菖蒲園～東大和
南公園（6㌔） 費用 100円 持ち物 飲み
物、雨具、帽子、健康保険証
第2グループ～国立天文台見学と深
大寺のウオーキング  日程 6月19日
㈫※雨天中止 集合 10:00調布駅中央
口、12:30深大寺バス停解散※直接
集合場所へ コース 電気通信大学～
サレジオ教会～天文台見学～深大寺

（6㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、雨
具、帽子、健康保険証
第３グループ～笑って元気に！健康
づ くり の 一 里 塚  日時 6月18日 ㈪
13:30～15:30 会場 新町交流センター
※直接会場へ 内容 健康体操・歌な
ど 講師 市健康体操サポーターなど 
費用 100円 持ち物 飲み物、タオル
第4グループ～多摩の街並みと起伏
を越えて緑の雑木林を歩く 日程 6月
26日㈫※雨天中止 集合 9:30京王線
聖蹟桜ヶ丘駅西口交番横、12:00多
摩モノレール多摩センター駅解散※
直接集合場所へ コース 霞ケ関橋～

東寺方橋緑地～おばけ坂～宝泉寺～
稲荷塚古墳～和田第一公園～愛宕山
緑地～大塚東公園～松が谷遊歩道さ
んぽ道～滝谷戸橋（6㌔） 持ち物 飲み
物、雨具、帽子、健康保険証
ウオーキンググループ～日野のレ
ガシー・用水と煉瓦の歴史に触れる
日程 6月13日㈬※雨天中止 集合 9:30
新町交流センター、12:00飯綱大権現
解散※直接集合場所へ。解散後日野
駅まで案内あり コース よそう森公園
～七ツ塚ファーマーズセンター～上
堰・下堰分岐点～多摩川鉄橋橋台～
市民の森スポーツ公園～日野煉瓦の
モ ニ ュ メ ン ト（7 ㌔） 費用 100円 
持ち物 飲み物、雨具、帽子、健康保
険証

100歳でも元気に歩ける！～
ぴんしゃんウオーキング教室 
 1008756ID

日時 6月21日㈭13:30～15:30 会場 市
民の森ふれあいホール※直接会場へ 
講師 小野寺MARIKO氏（デューク更
家公認スタイリスト） 対象 おおむね
60歳以上の方 持ち物 室内履き、飲

み物 問 日野市老人クラブ連合会事
務局（☎080-4573-8853※土曜・日曜
日、祝日を除く9:00～17:00）

地域介護予防活動支援事業～高
齢者が元気で暮らし続けられる
地域を目指して 

日時 6月25日㈪10:00～11:30 会場 鹿
島台地区センター 内容 ストレッチ
体操 対象 65歳以上の方 定員 申込制
で先着25人 申込 電話 問 日野市社会
福祉協議会（☎584-1294）

シニア世代の食育講座～元気
なひとが実践している食べ方
 1008496ID

日時 6月26日㈫10:00～11:30 会場 生
活・保健センター 内容 高齢期を健
やかに過ごすための食生活の話、調
理の実演と試食、おいしく食べるた
めのお口の体操（平成29年度の講座
と同一内容） 講師 健康課栄養士、健
康課歯科衛生士 対象 おおむね60歳
以上の市内在住者 定員 申込制で先
着20人 申込 6月4日㈪から電話 問 健
康課（☎581-4111）

表紙
の人 下

し も

義
よ し

生
お

氏（日野自動車㈱代表取締役社長　最高経営責任者）
　5月9日、日野市役所で日野自動車（株）、日
野レッドドルフィンズ、日野市による共同記
者会見が行われ、「日野自動車ラグビー部レッ
ドドルフィンズ」が、ラクビートップリーグ昇
格を契機にチーム名を「日野レッドドルフィン
ズ」に変更すると発表しました。
　会見で、下社長は「創業地とのつながりを深
めるため、チーム名から企業名を外し、『日野

レッドドルフィンズ』とした。こ
れを機に、地域に根付いたチー
ムへと改革し、地域密着で愛さ
れる活動をしたい」と語りまし
た。
　また、細谷直監督は「市と一体
となり、責任は重くなるが覚悟
を決めてやっていきたい。昇格
初シーズンの目標は8強入り」と
決意をにじませました。
　市長は、「市内のチームがトッ
プリーグで戦うことに大変感動

している。また企業名を外し、地域との協働をより強く打ち出していただいた決断
に感謝したい。市民の誇りとなるチームにさらに育って欲しいし、さらなる上位を
目指すため、市民と一丸となって応援していきたい」と語りました。
　今年で16年目を迎えるトップリーグですが、企業名を外したチームは初めて。市
としても市役所をはじめ、市内の各団体が応援団としてさまざまな取り組みを実施
し、オール日野で応援していきます。

▶ 日野レッドドルフィンズファンの拡大
問 日野レッドドルフィンズ事務局（日
野自動車㈱☎586-5825※平日9:00～17: 
00）
▶市内各所に横断幕やポスターを掲示
▶観戦バスツアー
日時 8月31日㈮19:30から 会場 野津田公
園陸上競技場（町田市）※詳細は決定次
第、広報ひのでお知らせします
▶ 市内飲食店と日野レッドドルフィン

ズがコラボレーションしたカクテル、
フードメニューの開発

▶ 日野レッドドルフィンズ応援店舗を
募集・拡大し、バルなどのイベント
を開催　など

▲会見に臨む下社長（写真右）と市長

▲ 5月13日の新選組まつりにたくさんの選手
たちが参加

日野市応援団の今後の取り組み

▲ 細谷監督（写真中央）、村田主将（同左）、染山副将（同
右）と結束を誓う
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