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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

はじめての水中ウオーキング 日時
2月14日㈮・21日㈮11:００～12:００（全2
回） 定員 申込制で先着7人 費用 2,８００
円※入場料別途 申込 2月6日㈭まで
に電話
定例大人の水泳教室 日時 2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5,5００
円のチケット購入制※入場料別途

平山台文化スポーツクラブから
申込・問 同クラブ（☎5０6-９９7９）

1003186ID

　詳細はお問い合わせください。
グラウンドゴルフ 日時 毎週月曜・
木曜日９:３０～11:３０ 会場 平山台健康・
市民支援センター 講師 村松清一郎
氏（公認指導員） 費用 2００円※会員
1００円
ターゲットバードゴルフ 日時 2月

の毎週水曜・金曜日1３:００～16:００ 会場
平山台健康・市民支援センター 講師
多賀谷忠之氏（公認上級指導員） 
費用 ３００円※会員15０円
ぶらり街歩き～日本橋界隈を歩く
日程 2月14日㈮ 集合 1０:３０東京駅八
重洲南口出口八重洲交番前、15:００
東京駅八重洲口解散 コース 日本銀
行～日本橋～東京証券取引所(5㌔ ) 
定員 申込制で先着2０人 費用 6００円※
昼食・交通費別途 申込 電話 問 同ク
ラブ（☎5０6-９９7９）

記念行事・フェスタ・複合行事
日野市立病院患者の会・がん
患者の会「青葉の会」５周年記
念講演会～良く生き抜く　ス
ピリチュアルケアのお話し

　がん患者と家族などの思いや不安
に寄り添い、がん患者の自分らしい
生き方を応援しています。5周年を
記念して、テレビなどでもご活躍の
玉置先生による講演を開催します。
日時 2月2９日㈯1３:３０～15:45 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール
※直接会場へ 講師 玉置妙憂氏(看護
師・僧侶 ) 定員 2００人 問 NPO 法人

ホスピタリティ－ひの(酒井☎０８０-
1144-244８)

趣味・教養
日野映像支援隊パネルキャラ
バン

　日野映像支援隊の活動をパネルで
紹介。映画やドラマのポスター、ロ
ケ風景の写真などを展示します。
日時 2月８日㈯・９日㈰1０:００～1８:００ 会場
イオンモール多摩平の森センターコ
ート 問 日野映像支援隊（☎８4３-1３
０1）

赤レンガプロジェクト企画～
ビリー・バンバンコンサート�

1011567ID

　赤レンガプロジェクトは、気軽に
楽しめる芸術、文化、エンターテイ

ンメントを提供する市民プロジェク
トです。この赤レンガプロジェクト
の1０周年を記念して、ビリー・バン
バンのコンサートを開催します。
日時 2月2３日㈷14:００から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 出演 ビリー・
バンバン 定員 1,０００人 費用 ３,０００円

（全席指定） チケット販売 市民会館、
七生公会堂、e+（イープラス）で 問
文化スポーツ課（☎514-８462）

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 2月1９日㈬1３:３０～15:００ 内容 映
画「美女と野獣」（アニメ） 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 14日㈮
までに電話またはファクス※土曜・
日曜日、祝日を除く 会場・問  地域活
動支援センターやまばと（☎5８2-３4０
０ FAX 5８2-３３０2）

健康
介護予防教室～今から始める
フレイル予防
ストレッチ体操 日時 2月３日㈪1０:００

～11:15 会場 新川辺地区センター
懐唄会 日時 2月1９日㈬1０:００～11:００ 
会場 勤労・青年会館
音楽教室 日時 2月27日㈭1３:３０～15:
００ 会場 さくら集会所（多摩平）
　いずれも 対象 65歳以上の方 申込
電話 問 日野市社会福祉協議会（☎
5８4-12９4）

健康づくり推進員から
問健康課（☎5８1-4111）※ウオーキン
グ開催日当日の実施確認は８:００～８:
３０に（☎０８０-4３47-1265）へ

第1グループ～暦の春��冬酣
たけなわ

の公園
内 蠟

ろ う

梅
ば い

、梅、福寿草等もあるかな
1013216ID

日程  2月14日㈮※雨天中止 集合 ９:３０
京王線京王八王子駅西口改札口外、
12:００長沼橋北詰解散※直接集合場
所へ コース 小宮公園管理所～園内
～弁天池～浅川～甲州街道（約5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！ 1013215ID

日時 2月17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 タオ
ル、飲み物※動きやすい服装
第2グループ～関戸橋から府中郷土
の森に紅梅を見に行こう!!

1013217ID

日程 2月2０日㈭※雨天中止 集合 ９:３０
京王線聖蹟桜ヶ丘駅西口、12:３０大國
魂神社解散※直接集合場所へ コース
関戸橋～中河原公園～郷土の森（約6
㌔） 費用 4００円（入場料含む） 持ち物
飲み物、弁当、雨具、帽子、健康保
険証

想
お も

いを行動に。
今、私たちができること。
被災地と多摩地域の架け橋

高嶋ちさ子
ゆかいな音楽会

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

東京2020パラリンピック

日野市
ボランティア募集

聖火ランナー募集

　人気バイオリニストの高嶋ちさ子さん
が、ひの煉瓦ホールにやってきます！
日時 4月25日㈯14:００から 出演 高嶋ちさ
子氏（バイオリニスト）対象 未就学児は
入場不可 費用 前売5,０００円、当日5,5００円 
チケット販売 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）
で 会場・問  同ホー
ル（☎5８5-2０11）

問 日野市ボランティア・センター（☎5８2-2３1８）

問 企画経営課（☎514-８０6９）

問 東京都聖火ランナー選考事務局（☎０３-6277-245９）

　多摩地域の5大学の学生が取り組んでいる被災地や多摩地域
でのボランティア活動を発表します。
日時・内容 2月15日㈯11:００～12:３０…被災地などでボランティア
活動をしている学生によるトークセッション、1３:００～17:００…
東北・熊本応援物産展、防災を学ぶワークショップ、アロマキ
ャンドル作り、ステージ発表、台風1９号の体験を語ろうなど
会場 イオンモール多摩平の森イオンホールなど　
その他 ボラネット多摩（明星大、実践女子大、中央大、首都大、
法政大、日野市ボランティア・センター、市地域協働課）主催

　市では、7月11日㈯にオリンピック聖火リレー、
8月23日㈰にパラリンピック聖火リレー、7月下
旬にはウクライナ空手チームの事前キャンプ、8
月6～8日にはコミュニティライブサイトの開催
を予定しています。また、市民応援団によるウ
クライナ空手チームの応援や、市内在住のパラ
バドミントン選手である山崎悠麻さんの応援な
ども予定しており、さまざまな場面で、多くの
市民ボランティアの皆さまを募集します。
募集開始 2月24日(振休)※下記説明会終了後から
対象 下記説明会に参加し、健康に自信のある高
校生～74歳の方
ボランティア募集説明会
　募集にあたり、説明会を開催します。ぜひご
参加ください。
日時 2月24日（振休）1８:３０から
会場 ひの煉瓦ホール(市民会館)

　東京2020パラリンピック聖火リレーで都内を走
る聖火ランナーを募集しています。聖火リレーは
8月21日㈮～25日㈫の5日間都内で行われます。
　一人当たりの走行距離は約200㍍です。
対象 平成2０年4月1日以前生まれの方
申込 2月15日㈯までに東京都聖火ランナー選考事
務局へ。応募方法・要件などの詳細は同事務局 HP

を参照

　日頃のご支援・ご協力に感謝し
て、回転市場特製エコバッグを差
し上げます。
日程 2月14日㈮・15日㈯
会場 回転市場多摩平店・万願寺
店
対象 上記2日間中にご提供または
ご購入の方※限定15０個。1家族1
個

問 回転市場万願寺店（☎5８7-17８1）

市民還元イベント

ひの市民リサイクルショップ
回転市場

1013214ID

1013213ID

1013421ID
1000966ID

学生ボランティア活動報告会
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