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七ツ塚ファーマーズセンター
開設7周年記念～第5回暮らし
のこと市

い ち

� 1010166ID

日時 10月14日㈷10:00～15:00 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター 内容 手
作り品・野菜販売、野菜収穫体験 
その他 駐車場あり 問 NPO法人めぐ
み（山本☎090-3237-0159）、市都市
農業振興課（☎514-8447）

住んでいることを誇れる輝き発
展するまち～川辺堀之内祭り

日時 10月19日㈯11:00～16:00 会場 川
辺堀之内国道予定地内（川辺堀之内
研修所隣接） 内容 ミニ舞台（歌や踊
りのパフォーマンス）、地元野菜直
売、模擬店、防犯・防災音頭、健康
体操など その他 祭りの最後にコス
モスのプレゼントあり 問 日野市企
業公社（☎587-6321）

技能祭� 1008142ID

　見て・触れて・体験できる楽しい
企画とともに、地域住民の皆さまと
の交流を図る祭りです。
日時 11月3日㈷10:00～15:00 会場 都
立多摩職業能力開発センター八王子
校（八王子市） 内容 工作教室、同校
生徒による実演、苗木無料配布、模
擬店 問 同校（☎042-622-8201）

趣味・教養
日野宿楽市楽座文化講座「江戸
文化に親しもう」月を愛でる会
～地唄舞と江戸の音曲と共に
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）� 1012547ID

日時 10月12日㈯18:00～20:00 会場 日
野宿本陣 内容 地唄舞や尺八・三味線
の演奏、十三夜の話などとともにお
月見を楽しむ 演者・講師 古澤侑峯氏

（尺八）、枝川寿子氏（室礼）など 定員 
申込制で先着50人 費用 500円※小・
中学生350円 申込 電話
 ▶日野宿本陣閉館時間変更 
　10月12日㈯は、イベント開催のた
め15:00に閉館します。

南多摩保健医療圏第1回脳卒中
市民公開講座～脳卒中の最新
治療と在宅医療� 1012378ID

日時 10月5日㈯14:00～16:00 会場 パ
ルテノン多摩（多摩市） 講師 金子純
也氏（日本医科大学多摩永山病院救
命救急センター）、中村弘之氏（中村
内科医院）、鈴木康之氏（多摩歯科医
院）など 定員 申込制で先着100人 
申込 電話またはファクス 問 東京都
南多摩保健所保健医療担当（☎042-
371-7661 FAX 042-375-6697）

障害者のためのイベント～社
会交流事業「映画鑑賞会」
� 1007934ID

日時 10月16日㈬13:15～15:00 内容 映
画「リメンバー・ミー」 対象 障害者お
よび一緒にご覧いただける方 定員 
申込制で先着30人 申込 10月1日㈫～
11日㈮に電話※土曜・日曜日を除く 
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（☎582-3400）

学びの見本市in日野～ひの21
世紀みらい塾＆中央公民館・
図書館・郷土資料館超活用法
� 1012543ID

日時 10月26日㈯10:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 ひの21世
紀みらい塾登録講座「お試しの場」、
まなび場カフェ、市内生涯学習施設
の事業紹介 アドバイザー 丹間康仁氏

（帝京大学教育学部准教授） その他 
プログラムなど詳細は市 HP または
案内ちらしを参照 問 生涯学習課（☎
514-8765）

ひの煉瓦カルチャー倶楽部
� 1000966ID

　いずれも 申込 電話または来館
会場・問 ひの煉瓦ホール（市民会館）

（☎585-2011）
自宅でお茶を楽しめる裏千家茶道
入門  日時 水曜日14:00～16:00（全12
回）※初回10月30日㈬ 講師 石川宗正
氏（裏千家教授） 費用 24,000円※1回
2,000円。茶菓子代を含む
ギターを弾いて歌っちゃおう  日時 
水曜日18:00～20:00（全12回）※初回
10月16日㈬ 講師 SIO氏（シンガーソ
ングライター） 費用 12,000円※1回
1,000円。途中参加は要相談

みんなで歌おうはじめてコーラス  
日時 木曜日13:30～15:30（全12回）※
初回10月10日㈭ 講師 古沢綾乃氏（ソ
プラノ）、吉田連氏（テノール）、高
田絢子氏（ピアニスト） 費用 12,000
円※1回1,000円。

ひの煉瓦ミュージカル
会場・問 ひの煉瓦ホール（市民会
館）（☎585-2011）� 1000966ID

　詳細はお問い合わせください。
「歌いたくなるとき、踊りたくなる
とき」 日程 事前顔合わせ…11月3日
㈷、ワークショップ（全4回）…初回
11月24日㈰、リハーサル…令和2年1月
11日㈯、本番…1月12日㈰ 演出・歌指導 
右 近 健 一 氏（ 劇 団 ☆ 新 感 線 ） 
脚本・構成・作編曲 長山善洋氏 費用 
6,000円※1回1,000円。途中参加は要
相談 申込 9月21日㈯10:00～11月2日
㈯17:00にひの煉瓦ホール（市民会
館）へ参加費を持参
説明会～TALK＆LIVE  日時 10月14
日㈷14:00から その他 ミュージカル
の参加希望にかかわらず観覧可

ザ・クロマニヨンズツアー�
PUNCH�2019-2020
� 1000966ID

日時 令和2年2月29日㈯18:30から 費用 
5,200円※全席指定 チケット 12月14
日㈯10:00からひの煉瓦ホール（市民
会館）、七生公会堂、チケットぴあ、
ローソンチケット、e+（イープラ
ス ）、LINE TICKET で販売※10月6
日㈰10:00～19日㈯17:00にひの煉瓦
ホールで期間限定先行発売。いずれ
も販売初日は電話予約のみ。1人2枚
まで購入可 その他 未就学児は保護
者1人につき1人まで入場・膝上鑑賞
可 会場・問 ひの煉瓦ホール（市民会
館）（☎585-2011）

公開講演会～やさしい日本語
を使いましょう

　やさしい日本語とは、日本人の子
どもや高齢者をはじめ、誰にでも分
かりやすく、外国人にも通じやすい
日本語です。
日時 10月26日㈯13:30～15:30 会場 生
活・保健センター 内容 やさしい日
本語の有効性や外国人にきちんと情
報を伝えるコツを学ぶ 講師 岩田一
成氏（聖心女子大学准教授） 定員 申

込制で先着60人 申込 10月3日㈭から
電話 問 日野市国際交流協会（☎586-
9511※月曜～土曜日9:00～17:00）

令和元年度犯罪被害者週間講
演会「令和時代の被害者支援
～これから私にできること」
　　　　　　� 1012264ID

日時 12月20日㈮13:00～16:40 会場 七
生公会堂※直接会場へ 講師 下村健
一氏（ジャーナリスト） 定員 先着250
人 その他 手話通訳あり。1歳～未就
学児先着3人の保育あり※11月15日
㈮までに申し込み 問 セーフティネ
ットコールセンター（☎514-8542）

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

　費用など詳細はお問い合わせくだ
さい。
 無料水中ウオーキングアドバイス 
日時 10月4日㈮11:00～11:30
 無料スイミングアドバイス  日時 10
月4日㈮11:30～12:00
 定例大人の水泳教室  日時 毎週水
曜・土曜日12:30～13:30
 からだにラクラク！アクアエクサ
サイズ  日時 毎週金曜日10:00～11: 
00…Aコース、13:00～14:00…Bコース
 骨盤なめらか体操教室  日時 毎週土
曜日11:00～12:00

市民体育大会� 1003171ID  

 インディアカ競技  日時 10月27日㈰
9:00から 会場 南平体育館 種目 女子
の部、混合の部※1チーム4～8人 対象 
小学校高学年以上の市内在住・在勤・
在学者、協会員 費用 1人500円 申込 
10月12日㈯19:00から南平駅西交流
センターで開催する主将会議で参加
費を添えて申し込み 問 日野市イン
ディアカ協会（首藤☎591-6947）
 武術太極拳競技  日時 11月2日㈯10: 
00から 会場 市民の森ふれあいホール 
種目 24式太極拳、32式剣など 対象 市
内在住・在勤・在学者 申込 10月31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）へ郵送またはフ
ァクスで。住所、氏名、年齢、性別、
電話番号を記入 問 日野市武術太極

拳連盟（古賀☎090-3232-7117）
 家庭婦人バレーボール競技  日時 11
月4日（振休）9:00から 会場 市民の森
ふれあいホール 種目 9人制大会 対象 
市内在住・在勤の家庭婦人で編成さ
れたチーム 費用 1チーム3,000円※
代表者会議で徴収 申込 10月23日㈬

（必着）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、陸上競
技場、南平体育館にあり）を郵送、
ファクスまたは持参。チーム代表者
は10月30日㈬18:30から南平体育館
で行う代表者会議へ出席を 問 日野
市バレーボール連盟（天野☎070-
1397-4526、林☎090-4529-8929）

ボッチャ日野カップ2019
� 1012426ID

日時  11月2日
㈯9:30～11:30 
会場 南平体育
館 内容 2エン
ド制（タイブ
レークあり）、特設コートによるレ
クリエーションルールで実施 対象 
小学生以上※初心者可。1チーム3人
以上（市内在住・在勤・在学者を1人
以上含むこと） その他 上位2チーム
は東京都市町村ボッチャ大会の出場
権獲得 申込 10月18日㈮（必着）まで
に申込用紙（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。市 HP から ダウンロード  可）に必
要事項を記入し、文化スポーツ課

（ FAX 583-4483）へ持参またはファク
ス※ファクスは送信後、電話で着信
を要確認 問 文化スポーツ課（☎514-
8465）

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

 

 シニアのための運動法講習会  日時 
10月8日㈫10:00～12:00 会場 南平体
育館 講師 金子十美代氏（健康運動指
導士） 定員 申込制で先着50人
 ぶらり街歩き  日程 10月11日㈮ 集合 
10:30JR目黒駅中央改札口、14:00同
所解散 コース 国立自然教育園～東
京都庭園美術館～久米美術館～目黒
不動尊（約4㌔） 費用 600円※交通費・
入場料・昼食代別途
 スポーツウェルネス吹き矢  日時 毎
週水曜日10:00～12:00 会場 平山台健
康・市民支援センター 講師 村野米三
氏（公認指導者） 費用 600円※会員
300円

第10回ハンドロウル大会
� 1012420ID

　カーリングを室内で誰もが楽しめ
るように考えられた日野市発祥のス
ポーツです。
日時 10月26日㈯9:00～12:00 会場 南
平体育館 内容 1チーム3人※個人参
加可 費用 1人500円 申込 10月16日㈬
までに電話またはファクス（FAX 583-
4483） 問 文化スポーツ課（☎514-
8465）

　これから事業を引き継ぐ後継予定
者・既に事業を引き継いだ経営者を
対象とした次世代を担う経営者のた
めの育成プログラムです。
日時・内容 右表の通り 会場 PlanT（多
摩平の森産業連携センター） 対象 20
～40歳代で、市内に事業所を持つ事
業者の後継予定者または既に事業を
引き継いだ経営者 定員 申込制で先着
10人 費用 13,000円（テキスト代） 申込 
11月5日㈫までに産業振興課（  san 
gyo@city.hino.lg.jp）へE メールで。

「日野塾」受講、住所、氏名、年齢、
メールアドレスおよび電話番号を記
入 問 産業振興課（☎514-8442）

1003530ID日野市次世代リーダー塾「日野塾」
回 日　時 内　容

1 11月14日㈭  
18:00～21:00 労務管理を考える

2 11月28日㈭  
18:00～21:00

業務改善とITを考え
る

3 12月19日㈭  
18:00～21:00

マーケティングを考
える

4 令和2年1月23日㈭  
18:00～21:00 組織変革を考える

5 2月13日㈭  
18:00～21:00

企業法務と事業承継
を考える

6 2月27日㈭  
18:00～21:00

金融機関の活用法ほ
か

7 3月12日㈭  
18:00～21:00 発表会

※内容は変更の場合あり　
※1・3・7回目の講義終了後に交流会を予定
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