
催 し
趣味・教養

郷土資料館企画展「どっき土
器展」〜体験学習会・火起こ
しと勾玉作りにチャレンジ
 1009377ID

日時�8月23日㈭13:30～15:30
会場�郷土資料館
対象�小学3年生以下は保護者同伴
定員�15人
申込�8月3日㈮9:00から電話
問�郷土資料館（☎592-0981）

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

▼ロビーコンサート
日時�8月8日㈬15:00～16:00
出演�杉村陽子氏（ピアノ）�
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�8月22日㈬15:00～16:00
定員 先着50人　　　　　　　　　

赤レンガプロジェクト〜アー
カイブス＆名曲サロン
 1007583ID

　家の片隅で眠っているレコード、
オープンリールを再生します。思い

出の曲を再生してみませんか。
日時 �8月24日㈮12:00～19:00、25日
㈯11:00～18:00
会場�ひの煉瓦ホール（市民会館）
対応機器 カセットテープ、レコード、
オープンテープ、SP盤※メディア
の保存状況により再生できない場合
あり
問�文化スポーツ課（☎514-8462）

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 会場 平山台健康・市民
支援センター問同クラブ（☎506-
99７9） 1003186ID

▼太極拳教室
日時�8月の毎週金曜日10:00～11:00
講師�大平弘子氏（公認指導者）
費用�200円
▼フラダンス教室
日時�8月の毎週火曜日13:30～16:00※
14日を除く
講師�村井世子氏（公認指導者）
費用�250円
▼パステル絵画教室
日時�8月22日㈬13:30～15:30
講師�向日葵めぐみ氏（パステル絵画
指導員）
費用�500円

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�8月11日㈷谷島純子氏（ピ
アノ）、溝口由美子氏（ボーカル）、
松岡将法氏（クラリネット）、25日㈯
中村かみゆ氏（ピアノ）いずれも12:30
～13:00
会場・問�同ホール（☎585-2011）　

サロンミュージックin 赤レ
ンガ〜出演バンド募集
 1009321ID

　平成31年3月9日㈯に開催予定の
「第10回サロンミュージックin赤レ
ンガ」に出演するバンドを募集しま
す。ぜひご応募ください。
対象�メンバーの平均年齢が40歳以上
で事前打ち合わせに参加できる方
申込�11月15日㈭（必着）までに〒191-
8686日野市文化スポーツ課赤レンガ
プロジェクト担当へ①エントリーシ
ート（市役所3階文化スポーツ課、ひ
の煉瓦ホール、七生公会堂、市民の

森ふれあいホールにあり。市�HP�か
ら�ダウンロード �可）②メンバーの写真1
枚③デモDVD（10分程度の収録で、
通常のDVDデッキで再生できるも
の）を郵送
問�文化スポーツ課（☎514-8462）

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

定例大人の水泳教室 �
日時�8月の毎週水曜・土曜日12:30～
13:30※8月4日・11日を除く
会場�同プール
対象�18歳以上の方
定員�10人
費用�5回5,400円のチケット購入制。
入場料別途
初心者のためのドル平こども水泳
教室
日程�①9月12日～10月1７日の毎週水
曜日②9月13日～10月18日の毎週木
曜日いずれも16:00～1７:00
対象�水慣れはできているが泳げない
小学生
定員�15人※申込多数の場合は抽選
費用�9,000円※入場料別途
申込�8月15日㈬（必着）までに〒191-
0021石田1-11-1東部会館へ�はがき �で。
参加者氏名、学年、住所、電話番号、
希望コース、泳力を記入

日野レッドドルフィンズ応援バ
スツアー〜ジャパンラグビー
トップリーグを観戦しよう
 1009322ID

日程�8月31日
㈮
集合�1７:30日
野駅および
市役所、1７:
45イオンモ
ール多摩平
の森および
高幡不動駅、22:30 ～ 22:40に集合場
所で解散
内容�19:30から野津田公園陸上競技
場（町田市）で行われる「日野レッド
ドルフィンズ対宗像サニックス戦」
を観戦
対象�市内在住・在勤・在学者
定員�申込制で先着100人

申込�8月6日㈪～1７日㈮9:00～1７:00に
電話（2人まで申し込み可）。申込者
全員の①名前②住所③電話番号④性
別⑤年齢⑥希望乗車場所を伺います
問�文化スポーツ課（☎514-8465）

市民体育大会
 1003171ID

硬式卓球競技
日時�9月24日（振休）9:00から
会場�市民の森ふれあいホール
種目�一般、50歳以上、60歳以上、
７0歳以上、ジュニア（高校生以下）、
中学生の各男女、初心者シングルス、
混合ダブルス2人の合計年齢（一般、
120歳以上、140歳以上）
対象�市内在住・在勤・在学者
費用�シングルス500円（中学生以下
200円）、ダブルス1組1,000円※要項

記載の口座へ振り込み
申込�8月24日㈮（必着）までに〒191-
0021石田419-15吉野政一（ myoshi
419@jcom.zaq.ne.jp）へ申込書（市
役所3階文化スポーツ課、南平体育
館、市民の森ふれあいホールにあり）
を郵送またはEメール
問�吉野（☎090-420７-７163）
ミニテニス競技
日時�9月23日㈷9:00～18:00
会場�市民の森ふれあいホール
種目�ダブルス（混合・女子）※ペアで
申し込み
対象�市内在住・在勤・在学者、在ク
ラブ
費用�1ペア1,000円※当日徴収
申込�8月30日㈭までに〒191-0065旭
が丘3-3-9-805大見きみ子へ申込書
（市役所3階文化スポーツ課、南平体

育館、市民の森ふれあいホールにあ
り）を郵送またはファクス
問�大見（☎・FAX�586-７919）
バスケットボール競技
日程�9月30日㈰～11月3日㈷
会場�市民の森ふれあいホールなど
対象�市内在住・在勤・在学者で構成
されたチーム
費用�1チーム6,000円※9月22日㈯の
代表者会議で徴収
申込�8月24日㈮までに〒191-0011日
野本町７-12-1市民陸上競技場内日野
市体育協会事務局（ �hinobb200７�
@yahoo.co.jp）へ要項に添付の申
込書（市役所3階文化スポーツ課、南
平体育館、市民の森ふれあいホール
にあり）を郵送またはEメール
問�日野市体育協会事務局（☎582-
5７７0）

1006075ID

1009323ID

　市では、明星大学、日野市商工会と連携し、市内の小・
中学生を対象とした「ものづくりの楽しさ応援プロジェク
ト」を実施しています。

シューティングゲームをつくるプログラミング入門教室
　プログラミング学習ソフトScratch（スクラッチ）を使っ
てシューティングゲームを作ります。
日時 8月18日㈯・19日㈰の13:30～15:30
会場 PlanT(多摩平の森産業連携センター）
講師 高橋利彦氏(NPO法人山梨情報通信研究所）
対象 小学3年～中学生※保護者同伴可
定員 申込制で先着5人
申込 8月3日㈮から産業振興課( 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、学年、電話番号を記入
問 産業振興課(☎514-8442）�

発想から設計するワークショップ
　「3Dプリンター」を活用し、アイデアを発想して形にす
る方法を学ぶ教室です。
日時 8月20日㈪・21日㈫の10:00～16:00
会場 明星大学(程久保）
内容 ①アイデア発想と設計のコツ②CADソフトの使い方
（FreeCAD）③3Ｄプリンティングの体験
講師 川原万人氏（明星大学准教授）
対象 ものづくりに興味のある小学5年～中学生※保護者同
伴可
定員 申込制で先着8人
申込 8月3日㈮から日野市商工会( FAX�586-6063�� �mn.ko�
bayashi@shokokai-tokyo.or.jp�）へ電話、ファクスまた
はEメールで。住所、氏名、学年、電話番号を記入
問 日野市商工会(☎581-3666）

日時、内容、対象、定員 右表の通り
会場 市民の森ふれあいホール※ジョギング（陸上）のみ市民
陸上競技場
費用 ①教室参加費毎回200円（中学生以下・65歳以上の方100
円）※陸上のみ大人100円・中学生以下無料②保険料1,850円
※中学生以下1,450円、65歳以上の方1,000円
申込 8月18日㈯～25日㈯1７:00までに日野本町７-12-1市民陸
上競技場内日野市体育協会事務局へ所定の用紙（市民陸上競
技場にあり）に必要事項を記入し、費用を添えて持参。中学生
以下の申し込みは保護者の同意（押印）が必要
問 日野市体育協会事務局（☎582-5７７0）

ものづくりの楽しさ応援プロジェクト

平成30年度「日野スポーツスクール」参加者追加募集
種　　目 実施曜日・時間  ※2 募集人数 対象  ※3

少林寺拳法��※1 水曜日 18：00～20：00 10 小学生以上
ボクシング 木曜日 18：00～20：00 5 小学4年生以上
ビーチボール 金曜日 18：00～20：00 20 小・中学生
剣道　※1 金曜日 18：00～20：00 10 小学生以上
空手道　※1 土曜日 18：00～20：00 20 小学生以上

テコンドー　※1 土曜日 18：00～20：00 10 小学生以上
バレーボール 土曜日 18：00～20：00 20 小学生以上

ジョギング（陸上）月曜日 18：30～19：30 20 中学生以上
※1�保護者同伴で、幼児の参加可　※2�年末年始や大会開催時などを除く
※3�市内在住・在勤・在学者対象

小・中学生を対象

目指せ未来のアスリート！
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