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ケロポンズと福田りゅうぞう
のファミリーコンサート

1005894ID

　子どもも大人も一緒に楽しめる
「歌」「笑い」「遊び」「体操」ありの
ワクワクドキドキホッコリいっぱい
のコンサート。
日時 2月2３日㈷14:00から 出演 ケロ
ポンズ（増田裕子氏・平田明子氏）、
福田りゅうぞう氏 費用 前売り2,000
円、当日2,500円 申込 12月6日㈰10:
00から電話。7日㈪からは七生公会
堂・ひの煉瓦ホール（市民会館）、オ
ンラインチケットサービス（会館 HP ）
でも販売 会場・問  七生公会堂（☎59
３-2911）

ななおシネマ倶楽部～ひまわ
り（50周年HDレストア版）

1005894ID

　1970年公開から50年、多くの日本
人が愛し続けた、映画史に残る永遠

の名作「ひまわり」を50周年を記念し
たHDレストア版で上映します。日
野市がホストタウンとなっているウ
クライナの広大なひまわり畑も登場
します。                                                   
日時 ３月21日㈰14:00から 出演 ソフィ
ア・ローレン、マルチェロ・マスト
ロヤンニほか 費用 前売り800円、当
日1,000円 申込 12月12日㈯10:00から
電話。1３日㈰からは七生公会堂、ひ
の煉瓦ホール（市民会館）、オンライ
ンチケットサービス（会館 HP ）でも
販売 会場・問  七生公会堂（☎59３-29
11）

ワンコインコンサート《音の
わ堂》の時間� 1005894ID

　2005年ナナムジカとしてメジャー
デビューした西島梢を中心とし、ソ
ロや室内楽、オーケストラなど多方
面で活躍中の桐朋学園大学音楽科の
同級生グループ。普段は確かな技術
と豊かな才能で子ども向けの音楽会
を開催している彼女たちが、老若男
女を虜

とりこ

にする、心温まる「癒やしの
時間」をご提供します。                                        
日時 1月11日㈷14:00から 出演 西島
梢氏（ボーカル）、徳永希和子氏（バ
イオリン）、松田麻実氏（バイオリ
ン）、小澤寿子（ピアノ） 費用 前売り
500円、当日800円 申込 11月21日㈯
10:00から電話。22日㈰からは七生

公会堂、ひの煉瓦ホール（市民会館）、
オンラインチケットサービス（会館 
HP ）でも販売 会場・問  七生公会堂

（☎59３-2911）

ひの亭七生寄席～らくもんず
（落語者達）� 1005894ID

　人気ラジオ番組のパーソナリティ
でおなじみの三遊亭鬼丸師匠率いる
落語会をひの亭七生寄席にて開催し
ます。お笑いの世界をご堪能くださ
い。    
日時 2月7日㈰14:00から 出演 三遊亭
鬼丸氏、三遊亭天どん氏、入船亭扇
里氏、柳家小せん氏、林家きく磨氏 
費用 前売り2,000円、当日2,500円 申込
12月5日㈯10:00から電話。6日㈰か
らは七生公会堂、ひの煉瓦ホール（市
民会館）、オンラインチケットサー
ビス（会館 HP ）でも販売 会場・問  七
生公会堂（☎59３-2911）

ひの亭こども落語ワークショッ
プ 1005894ID

　しゃべりたい!笑わせたい!伝え

たい!小さい落語家たち大集合!小
ばなしや短い落語のお話を覚えて、
３週目には発表会（こども寄席）に出
演。さぁ、キミも「落語家」になろう!
日時 1月17日㈰・24日㈰①10:00～11:
３0②12:３0～14:00、３1日㈰①②10:00
～12:00※11:00から「ひの亭こども
寄席」にみんなで 対象 ①小学1～３年
生②小学4～6年生 定員 ①10人②10
人 出演 色彩亭朝輔氏、色彩亭てふ
てふ氏 費用 1,500円（手ぬぐい・扇子
代込み） 申込 11月22日㈰10時から窓
口 ※ 同 日14:00か ら は 電 話 予 約 可 
会場・問  七生公会堂（☎59３-2911）

TAMA市民塾塾生募集
　申込方法など詳細は塾生募集案内
パンフレットまたは（公財）東京市町
村自治研究会 HP （https://www.ta
ma-100.or.jp）をご覧ください。
期間 2021年4月～9月（6カ月コース） 
会場 多摩交流センター（府中市） 内容

「いま一度、漱石の『こころ』を読ん
でみよう」、「新しい事を発見する

“絵手紙講座”」など全16講座 費用
4,200円（全6回）、8,400円（全12回）※
教材費など別途必要な場合あり 問
TAMA市民塾（☎042-３３5-0111※平
日9:00～16:00）

子ども・保護者向け
思春期講座～参加型＆体験
ワークショップ� 1003967ID

　この講座は、思春期を迎えたお子
さまと親であるご自身の感情を丁寧
に扱い、「家族」のあり方を考え実感
できる新しいタイプの講座です。
日時 1月19日㈫・26日㈫、2月9日㈫
9:３0～11:３0（全３回） 会場 多摩平の森
ふれあい館 講師 初田美紀子氏（臨床
心理士） 対象・資格 原則として全日程
参加できる思春期（小学5年～18才未
満）のお子さまの親または養育者 
定員 20人※申し込み多数の場合は
抽選 費用 ３00円（お菓子代） 申込 12
月15日㈫～28日㈪に一般社団法人育
ちネット多文化CROSS HP の申し込
みフォームで。氏名、電話番号、住
所、メールアドレス、お子さまの年
齢を入力 問 子ども家庭支援センタ
ー（☎599-6670）

申し込みフォーム
ＱＲコード▶

配信 YouTubeにて配信中。日
野宿発見隊 HP http://www.hi
noshuku.com/ よりアクセス
可
講師 今尾恵介氏（地図研究家）

　今年1月6日に開業1３0年を迎えた日野駅の魅力
をWEB講演と記念絵葉書で伝えます。

商店会を応援しよう！商店会を応援しよう！
商店会どっと混む!

日野駅開業130年記念イベント
～WEB講演会と記念絵葉書発行

WEB講演会 「日野駅開業130年記念絵葉書」発行

入手方法 日野図書館にて
日野宿発見隊活動支援金
1,000円ご寄付の方へ1セ
ット進呈

＼日野駅に因んだ写真12枚セットケース入り／

1012926ID 問 産業振興課（☎514-84３7)

1015665ID 問 日野図書館（☎584-0467）

日程 12月1日㈫～2月３日㈬ 内容 提灯飾り その他 期間中にお買い物を
した方にオリジナルバッジを配布。翌日以降バッジを持参した方には
各店でオリジナルサービスを提供※バッジは数量限定 問 峯岸（☎080-
9804-8244）

今年度も市内で頑張る商店会のイベント活動をご紹介します。魅力満
載の内容になっていますので、皆さまお誘い合わせの上、ぜひお越しく
ださい。
※  都合により開催日時や内容が変更になる場合がありますので、事前に

各商店会にご確認ください
■高幡不動参道会～コロナに負けるな！歳末謝恩セール

　東京2020オリンピック・パラリンピックに出場が決定しているウク
ライナ空手チーム。その事前キャンプ地市民の森ふれあいホールに、
応援の懸垂幕、窓に国旗と選手の写真を飾りました。ウクライーノ、
ベペレード！
期間 令和３年9月３0日㈭まで
会場 市民の森ふれあいホール
掲示物 東京2020オリンピック・パラリンピック ホストタウン ウクライ
ナ応援懸垂幕および西側窓のラッピング

1015760ID 問 企画経営課（☎514-808３）

がんばれ！ ウクライナ！
応援の懸垂幕とラッピングを市民の森
ふれあいホールに施しました

▲西側窓のラッピング▲懸垂幕

東京2020オリンピック・パラリンピック

　令和2年9月に介護保険サービスおよび総合事業を利用した方に対して「介
護給付費通知書」を送付します。この通知は、サービス事業者からの請求に
基づいて作成しています。サービス利用時の領収書などと見比べて、正し
く請求されているかご確認ください。相違がある場合は、担当ケアマネジ
ャー、利用したサービス事業所または高齢福祉課へお問い合わせください。
通知送付日 12月4日㈮
内容 9月中に利用した介護保険サービスおよび総合事業の事業所名・サー
ビス種類・負担額など

1010494ID 問 高齢福祉課（☎514-8519）
介護サービス利用状況の確認を
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