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企画展～四季の植物
 1011444ID

日時 4月20日㈯～7月7日㈰9:00～17:
00※5月6日（振休）は開館、5月7日㈫
は休館
会場 郷土資料館
内容 身近な植物や貴重な植物、日
野の農作物など、日野の四季を彩る
植物を写真で紹介。植物の種のコレ
クションも展示
問 郷土資料館（☎592-0981）

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
 1003186ID

　詳細は同クラブへお問い合わせく
ださい。
 平山台山歩き～陣馬山 
日程 4月23日㈫ 
集合 8:40JR中央線高尾駅4番ホーム
前寄り（8:47発小淵沢行き乗車）、15:
30JR中央線藤野駅解散

コース 藤野駅～陣馬登山口～一の尾
根コース～山頂（昼食）～奈良子峠
～陣馬登山口
費用 600円※交通費実費
 男の料理教室 
日時・会場 ①毎月第3月曜日…市民の
森ふれあいホール②毎月第3日曜日
…平山交流センターいずれも11:00～
14:00
講師 清水紀子氏（管理栄養士）
費用 1,700円
 燻
くん

製教室 
日時 毎月第2土曜日10:00～14:00
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 今川裕司氏（燻製研究家）
費用 2,000円

パソコン講習会（5月）
日時・内容・費用 右表の通り
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 4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

5月24日㈮･31日㈮
10:00～12:00

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

5月11日㈯･18日㈯
13:00～15:00

③Word-2
～文章作成、表作
成など

5月25日㈯､6月1日㈯ 
13:00～15:00

④Word-3
～地図の作成など

5月11日㈯･18日㈯
10:00～12:00

⑤Word-4
～ページ番号、
ふりがななど

5月25日㈯､6月1日㈯ 
10:00～12:00

⑥Excel-1
～基本操作と計算
など

5月12日㈰･19日㈰
10:00～12:00

⑦Excel-2
～グラフの変更など

5月26日㈰､6月2日㈰
10:00～12:00

⑧デジカメ入門
～写真の修整など

5月10日㈮･17日㈮
10:00～12:00

⑨スマートフォン
（スマホお持ちの方）
～アプリのダウン
ロードと使い方

5月19日㈰
13:00～15:00

1,000円
（テキスト
代含む）

日野宿楽市楽座文化講座～端
午の節句・五月人形とつるし
雛
び な

 1011582ID

日時 4月23日㈫～5月6日（振休）9:30～
17:00※入館は16:30まで
会場 日野宿本陣

内容 五月人形やつるし雛など端午の
節句ゆかりの飾りを展示
費用 200円※小・中学生50円
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

ガーデニングコンテスト～自
慢のお庭をコンテストで発表
してみませんか
 参加者募集 
審査 一次…写真審査、二次…現地
審査（5月中旬）
申込 4月17日㈬～5月8日㈬に〒191-
0016神明2-13-1環境緑化協会（  
qq789ngk9@vanilla.ocn.ne.jp）へ
応募票（市役所1階市民相談窓口、七
生支所、豊田駅連絡所、同協会で配
布する実施要領に添付または同協会 
HP から ダウンロード  可）と写真（昨年5月
中旬以降に撮影したA4サイズ1人3
枚以内※詳細は実施要領を参照）を
郵送、持参またはEメールで

写真展～ガーデニングコンテスト
応募者全員の写真を展示
日時 5月21日㈫～6月4日㈫8:30～17:
15※日曜日を除く。4日は15:00まで
 会場 市役所1階市民ホール
　いずれも 問 同協会（☎585-4740）

スポーツ
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 5月10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
 ラクに長く泳ごう!クロール教室 

日時 5月23日㈭～25日㈯18:00～19:00
対象 息継ぎしながら25㍍泳げる小
学3～6年生
定員 先着7人
費用 4,500円※入場料別途
申込 4月17日㈬9:00から電話
初心者のためのドル平こども水泳
教室 
日時 ①5月29日～7月10日の毎週水曜
日②5月30日～7月11日の毎週木曜日
いずれも16:00～17:00※6月19日㈬・
20日㈭を除く
対象 水慣れはできているが泳げない
小学生
定員 若干人※欠員補充のため。申込
多数の場合は抽選
費用 9,000円※入場料別途
その他 5月8日㈬以降に結果を通知
申込 4月27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。参加者氏名、学年、住所、
電話番号、希望コース、泳力を記入

多摩モノレール
写真コンクール作品募集

競技大会名 大会開催日 会場 競技大会名 大会開催日 会場 競技大会名 大会開催日 会場
ターゲット・バードゴルフ 5月16日(予備日5月23日) □多 ダンススポーツ 9月14日 □ふ 柔道 10月13日 □ふ
ゲートボール 5月22日(予備日5月27日) □浅 バレーボール一般男女 9月15日 □ふ インディアカ 10月27日 □南
タグラグビー 5月26日(予備日6月1日) □陸 サッカー 9月16日～12月8日 □陸 □浅 など 武術太極拳 11月2日 □ふ
少年軟式野球 6月2日～毎週日曜日 □多 剣道 9月22日 □ふ バレーボール家庭婦人 11月4日 □ふ
アーチェリー 6月2日(予備日6月16日) □陸 硬式卓球 9月23日 □ふ 空手道 11月17日 □ふ
ゴルフ 6月20日 □桜 ソフトテニス（ダブルス） 9月29日（予備日10月6日） □テ など バドミントン一般ダブルス 11月24日 □南
ソフトボール 7月7日～8月18日 □万 など バスケットボール一般 9月29日～11月3日 □南 など 少林寺拳法 12月1日 □ふ
テコンドー 7月7日 □南 ミニテニス 9月29日 □ふ ロードレース 12月7日 □浅 □敷
アクアスロン 7月13日 □プ □敷 グラウンド・ゴルフ 9月29日（予備日10月2日） □浅 バドミントン中学生ダブルス 12月7日 □ふ
バレーボール中学生 7月14日 □ふ 陸上競技 10月5日（予備日10月12日） □陸 ビーチボール 2月16日 □ふ
バスケットボール中学生 8月21･24日 □ふ ミニバスケットボール小学生 10月20日 □小 スキー（教室） 2月 □菅
水泳 8月25日 □プ 硬式テニス（シングルス） 10月27日～11月17日 □テ など ボクシング 2月 未定
軟式野球 9月1日～毎週日曜日 □多 弓道 10月20日 □南

第57回日野市民体育大会総合開会式 1000599ID

日野市民体育大会

ターゲット・バードゴルフ競技 1003171ID

日野市民体育大会予定

　どなたも観覧可能です。お誘い合わせのうえ、直接
会場にお越しください。
日時 4月21日㈰10:00～11:30

会場 市民の森ふれあいホール
内容 開会式式典、アトラクション
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

日時 5月16日㈭9:30～16:00※予備日5月23日㈭
会場 多摩川グラウンド
内容 18ホールストロークプレー、ショットガン方式、男
女別ハンディキャップ戦（新ぺリア方式）
対象 市内在住・在勤・在学者対象※初心者歓迎
費用 500円

申込 5月8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（FAX 582-5770）へ申込
書（市役所3階文化スポーツ課、南平体育館、市民陸上
競技場にあり）を郵送またはファクス
問日野市ターゲット・バードゴルフ協会事務局（安藤☎
090-7234-2511）

会場凡例□桜桜ケ丘カントリークラブ □小市内小学校体育館 □ふ市民の森ふれあいホール □プ市民プール □陸市民陸上競技場 □菅
菅平高原スキー場 □浅浅川スポーツ公園グラウンド □敷 浅川河川敷 □多多摩川グラウンド □テ多摩平第一公園テニスコート □南南
平体育館 □万万願寺中央公園グラウンド

日時 5月11日㈯10:00～16:00※最終受付は15:00 
受付場所 日野駅東口広場、日野宿本陣、甲州街道
駅のいずれか※直接受付へ スタンプ設置場所  坂下
地蔵、とんがらし地蔵、八坂神社、日野煉瓦橋、
日野銀行跡、宝泉寺、大昌寺など ゴール   日野宿
本陣※スタンプ10個で景品の抽選に参加 費用 300
円（台帳など） 問  日野図書館（☎584-0467）

　日野宿の見どころに設置された
特製大型スタンプを集めながら日
野宿散策をお楽しみください。

スタンプラリー in
日野宿2019

　詳細は、モノレール各駅設置のポスター、チラシおよび多
摩モノレール HP をご覧ください。
表彰 最優秀賞1人
賞金 5万円など
主催 多摩都市モノレール㈱
後援 モノレール沿線五市（日野市、八王子市、立川市、東大
和市、多摩市）
申込 5月31日㈮（消印有効）までに〒190-0015立川市泉町
1078-92多摩都市モノレール㈱｢第12回多摩モノレール写真コ
ンクール｣係へ
問 多摩都市モノレール㈱（☎042-526-7800※平日9:00～17:45）

1011359ID

▲第11回多摩モノレール写真コンクール日野市賞受賞作品

第12回
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