
催 し
趣味・教養

ひの煉瓦ホール（市民会館）
100歳のピアノによるお昼のミ
ニコンサート～「Coda」最終
章 1000966ID

　2011年からスタートし通算180回
を重ねた100歳のピアノによるお昼
のミニコンサート。最終回はプロの
ジャズバンドによる特別公演です。
ぜひご覧ください。

日時 3月30日㈯12:00～13:00
出演 Super Red Band（ジャズバ
ンド） 
会場・問 同ホール（☎585-2011）

パソコン講習会（4月）
日時・内容・費用 右上表の通り 対象 ①
以外は文字入力ができる方 その他 個
別指導（1時間1,500円）あり 申込 3月
22日㈮（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 同セ
ンター（☎581-8171）
番号・講座名 日時 費用
①初めてのパソコ
ン（基本操作）
～電源の入切・マウ
ス操作・文字入力

4月20日㈯･27日㈯ 
13:00～15:00

各3,000円
（テキスト
代含む）

②Word-1
～文字変換、簡単
な案内文作成

4月6日㈯･13日㈯ 
10:00～12:00

③Word-2
～文章作成、表作
成など

4月20日㈯･27日㈯ 
10:00～12:00

④Word-3
～地図の作成など

4月7日㈰･14日㈰
10:00～12:00

⑤Word-4
～ページ番号、ふ
りがななど

4月21日㈰･28日㈰ 
10:00～12:00

⑥Excel-2
～グラフの変更など

4月5日㈮･12日㈮
10:00～12:00

⑦Excel-3
～複合グラフ、関
数など

4月19日㈮･26日㈮ 
10:00～12:00

⑧デジカメ-応用
～写真の加工など

4月6日㈯･13㈯  
13:00～15:00

⑨スマートフォン
（スマホお持ちの方）
～基本操作、電話・
メール

4月14日㈰
13:00～15:00

1,000円
（テキスト
代含む）

パネル展～野菜や果物の花
 1011253ID

　市内各地の野菜や果物の花を写真
で紹介し、日野の農産物や農作物に
関連する昔話を伝えます。
日程 3月19日㈫～4月9日㈫ 

会場 高幡図書館 
問 郷土資料館（☎592-0981）

三遊亭鳳志落語会～人情噺
「淀五郎」など 1000976ID

　江戸時代の歌舞伎の世界を背景
に、芸に生きる役者の哀歓を描いた
名作です。
日時 3月28日㈭14:30から 
会場 勤労・青年会館 
定員 申込制で先着100人 
費用 1,500円※小学生以下500円、学
生・80歳以上の方・障害者1,000円、
障害者の付き添いの方は要相談 
申込 電話 
問 勤労・青年会館（☎586-6251）

スポーツ
はつらつウオーキング
 1009819ID

日程 3月31日㈰※雨天中止 
集合 8:30多摩川グラウンド管理棟、
12:00同所解散 
内容 多摩川・浅川堤防～ふれあい橋
～高幡不動尊～観音めぐりの往復コ
ース（5.6㌔）を楽しみながら歩き、効
果的な歩き方を学ぶ 
定員 申込制で先着20人 
費用 1,000円（保険料、お土産代） 
申込 3月30日㈯までに電話 
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（☎

514-9178）

役立つ応急手当とAED講習会
 1011241ID

日時 3月31日㈰13:00～15:00 
会場 多摩川グラウンド管理棟 
内容 AEDの使用方法、訓練用人形
を用いての実践、三角巾を使用した
応急手当の方法 
対象 市内在住・在勤・在学者 
定員 申込制で先着20人 
申込 3月30日㈯までに電話 
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（☎
514-9178）

グラウンド管理講習会
 1011240ID

日時 3月31日㈰9:00～11:00 
会場 多摩川グラウンド管理棟 
内容 正しいグラウンドの整備方法・
基礎知識、簡単な実技 
対象 市内在住・在勤・在学者 
定員 申込制で先着20人 
申込 3月30日㈯までに電話 
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（☎
514-9178）

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

 ①無料水中ウオーキングアドバイス 
 ②無料スイミングアドバイス 日時 4
月5日㈮①11:00～11:30②11:30～12:
00※直接会場へ 内容 ①体に負担を
かけない水中での歩き方のコツをア
ドバイス②楽に長く泳ぎたい方、よ
り速く泳ぎたい方へ泳法のワンポイ
ントアドバイス 費用 入場料別途
 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 対象 18歳
以上の方 定員 10人 費用 5回で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～平
山城址公園ガイド付きウオー
キング 1011383ID

　平山城址公園までのウオーキング
後、春の公園内をガイドの案内で散
策しませんか。
日程 4月6日㈯※荒天中止 
集合 8:45豊田駅南口、12:20平山城
址公園中央広場口解散※直接集合場
所へ 
コース 東平山3丁目～平山緑地～平

山城址公園（公園北中央口）～公園
内散策（4.5㌔） 
案内 市スポーツ推進委員 
ガイド 日野の自然を守る会
持ち物 雨具、飲み物、タオル 
その他 ひの新選組ポイント200ポイ
ント付与シールプレゼント 
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

初心者スポーツ教室～少年野
球・サッカー
 初心者少年野球教室  1007797ID

日時 4月10日～10月の水曜日14:30～
17:00※8月を除く。全18回 会場 万願
寺中央公園グラウンド 内容 ルール
の説明指導、簡単な実技を通じて野
球を楽しむ 指導 日野市少年軟式野
球連盟指導者 対象 幼稚園年長～小
学3年生※市外の方も可 定員 先着30
人 費用 6,000円（保険料含む。初回時
に徴収）
 初心者サッカー教室  1007747ID

日時 4月7日～12月の土曜・日曜日、
祝日8:30～10:30※8月を除く。全20
回 会場 浅川スポーツ公園グラウン
ド、多摩川グラウンド 内容 ボール
と慣れ親しむトレーニング、最終回
は他チームと試合 指導 サッカー協
会指導資格者 対象 幼稚園年中～小
学2年生※市外の方も可 定員 先着30
人  費用 8,000円（保険料含む。初回
時に徴収）
　 いずれも 申込 電話 問 ㈱フクシ・
エンタープライズ（☎514-9178）

 パステル絵画教室 
日時 3月27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 700円
 茶道教室 
日時 4月3日㈬
13:30～16:00 
講師 田中弘子
氏（裏千家指南） 費用 1,500円
 樹脂粘土教室 
日時 4月3日㈬13:00～15:00 内容 
桜の盆栽 講師 天野敏子氏（樹脂
粘土アート主宰） 費用 1,000円
（材料費含む）
 英会話教室 
日時 4月からの毎週土曜日13:45
～15:15 講師 高垣尚起氏（市民
講師） 費用 月4,800円
 子供英会話教室 
日時 4月からの
毎週水曜日15:
30～16:30講師
大矢知みどり
氏（市民講師） 対象 小学5・6年
生 費用 1回900円
　いずれも 会場 平山台健康・市
民支援センター 申込 電話 問 同
クラブ（☎506-9979）

1003186ID

平山台文化
スポーツクラブから

　土方歳三没後150年を記念し5月に
上演する新作能「BLUE BLOOD」に
先立ち、トークイベントを開催しま
す。
日時 4月6日㈯18:00～19:30
会場 日野宿本陣
出演 山中

が

晶
しょう

氏（観世流能楽師・写
真）、権

ごん

東
とう

品
しな

氏（刀剣研究家）、汐
しお

海
み

珠
じゅ

里
り

氏（新選組研究家）
費用 200円（入館料）※小・中学生50
円
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

トークイベント
　　 ～能と新選組

土方歳三没後150年特別企画

水辺のある風景日野50選
ガイドツアー

日程 4月6日㈯ 集合 9:00日野駅、12:00同所解
散 コース 山下堀～東光寺東地区センター～
上堰の田んぼと水路のある風景～たくあん工
場跡～新旭橋～開削450年記念事業場～東光
寺の小さな棚田～日野用水下堰親水路（写真）
～日野宮神社～薬王寺～日野煉瓦 対象 3㌔以
上歩ける小学生以上の市内在住者※小学生は
保護者同伴 定員 申
込制で先着20人 申込 
3月18日㈪から電話
問 緑と清流課（☎51
4-8309）

1011205ID

　子供たちへの環境教育活動などを行ってい
る「みずとくらす・ひの」と共催で「水辺のあ
る風景日野50選」を巡るガイドツアーを開催
します。今回は、日野用水を歩く・上流編そ
の2です。

日程 3月30日㈯ 集合 10:00イオンモール多摩平の森イオンツリー前、
13:00多摩平第一公園解散 定員 20人※申込多数の場合は抽選 費用 パ
ン購入などは実費 申込 3月18日㈪～27日㈬に地域協働課（ FAX 581-
4221  ckyodo@city.hino.lg.jp）へ電話、ファクスまたはEメール
で。氏名・年齢・連絡先・参加人数を記入※抽選の結果は3月28日
㈭以降に連絡 問 地域協働課（☎581-4112）

　多摩平にはお
いしいパン屋さ
んがあるのをご
存じですか？ 桜
が咲くこの時期
に桜の名所を巡
りながら、まち
を歩いてみませ
んか。

二中地区
アクションプラン
～多摩平 桜の名所とパン巡り

1008676ID

1011386ID

催
し

催
し
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