
広告欄

広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。

百草地区センター 内容 体操、
手遊び、ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者 申込 17日㈬ま
でに電話または来館

乳幼児ひなパーティー
1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
5８３-65８８）

日時 19日㈮10:３0～11:00 内容 季
節行事を楽しむ 対象 乳幼児と
保護者 定員 申込制で先着10組 
申込 ２日㈫9:３0～1８日㈭1８:00に
電話または来館

みんなであそぼう
1011621ID

会場・問 さかえまち児童館（☎
5８5-８２８1）

日時 ２5日㈭10:３0～11:15 内容 手
遊び、ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者 定員 申込制で
先着15組 申込 9日㈫9:３0から電
話または来館

乳幼児自由参加ひろば～
きらきら 1008085ID

会場・問 まんがんじ児童館（☎
5８３-３３09）

日時 ２5日㈭10:３0～11:３0 内容 手
遊び、歌遊び、読み聞かせ、製
作など 対象 1～３歳児と保護者 
定員 申込制で先着15組 申込 5日
㈮9:３0から電話または来館

おしゃべりタイム
1010833ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎5８３-4３46）
日時 ２6日㈮10:３0～11:３0 内容 先
輩お母さんを中心に地域のお母
さん同士で楽しくおしゃべり 
対象 乳幼児と保護者※保護者
のみの参加も可 定員 申込制で
先着6組 申込 1２日㈮から電話ま
たは来館

公民館の催し
※新型コロナウイルス感染防止
対策にご協力ください

蚕でつなぐプロジェク
ト～いっしょに蚕のこ
と学びませんかVer.3

1016056ID
問 中央公民館（☎5８1-75８0）

　かつて桑と蚕の研究所であっ
た日野市初登録有形文化財の

「第一蚕室（桑ハウス）」、仲田の
森蚕

さ ん

糸
し

公園のことを学んだ後、
日野桑園の名残を見学します。

日時 ２月1３日㈯1３:３0～15:３0 会場
中央福祉センター、仲田の森蚕
糸公園、桑ハウス 講師 柳元太郎
氏（蚕糸の会・日野代表）、同会
の皆さま 定員 申込制で先着２0人 
申込 ２月３日㈬9:00から電話また
は来館

名作鑑賞会～朗読サロ
ン� 1016023ID

問 中央公民館高幡台分室（☎
59２-0８64）

日時 ２月２6日㈮1３:３0～15:00 会場
中央公民館 内容 公民館で活動
している朗読サークル「蘭

ら ん

陀
だ

夢
む

」
による朗読会 作品名 江戸川乱
歩作「人でなしの恋」 定員 申込
制で先着２0人 申込 ２月３日㈬9:00
から電話または来館

公民館映画会～ビルマ
の竪琴（総集編）

1016024ID
問 中央公民館（☎5８1-75８0）

日時 ２月２7日㈯1３:３0～15:40 会場
福祉支援センター 内容 市川崑
監督、竹山道雄原作。亡くなっ
ていった人々を鎮魂するため
に、現地に残り僧侶になったあ
る元日本兵の話 出演 三國連太
郎、北林谷栄など 定員 申込制
で先着２0人 申込 ２月３日㈬9:00か
ら電話または来館

こんにちは！サイエン
ス～生き物編

1016087ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
75８0）

日時 ①２月２7日㈯②３月6日㈯い
ずれも14:00～16:00 内容 ①「日
本のケモノ、東京のケモノ」人
と野生動物の関係について考え
る②「変形菌の不思議」動物でも
植物でもない不思議な生き物の
変形菌（粘菌）の紹介、観察、フ
ィギュア作り 講師 ①落合啓二
氏（元千葉県立中央博物館主席
研究員）②今村知世子氏（日本変
形菌研究会会員） 対象小学4年
生以上 定員 申込制で先着①３0
人②15人 申込 ２月３日㈬9:00から
電話または来館

季節を楽しむ和の行
事・ひな祭り編～ひな
祭りを楽しみましょう

1016075ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
75８0）

　日本の春の行事、ひな祭りの
由来や飾りつけを学び、楽しみ
方を教えていただきます。また、

芥川龍之介の「雛」の朗読を聴
き、日本文学の中のお雛

ひ な

様
さ ま

を鑑
賞しましょう。
日時 ３月３日㈬14:00～16:00 講師
枝川寿子氏（室礼研究家）、日野
にじの会（朗読） 定員 申込制で先
着２0人 申込 ２月３日㈬9:00から電
話または来館

公民館高齢者講座「か
らだいきいき～ヨガ入
門」（Zoom配信による
オンライン講座）

1016025ID
問 中央公民館高幡台分室（☎
59２-0８64）

日時 ３月３日㈬・10日㈬・17日㈬・
２4日㈬10:00～11:00（全4回） 講師
悠々ヨガサークル 対象 パソコ
ンやスマホでオンライン講座を
受けられる環境のあるおおむね
60歳以上の方 定員 申込制で先
着２0人 その他 Zoom操作につ
いて説明希望の方は、申し込み
時にお知らせを 申込 ２月３日㈬
9:00から電話またはEメール（
tdpubhall@gmail.com）

公民館サークル保育支
援制度説明会

1016057ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
75８0）

　公民館では、幼児の保護者の
学習・活動中に、お子さまを保
育する制度があります。新規利
用には登録が必要です。
日時 ３月11日㈭10:00～1２:00 内容
令和３年度から保育を希望する
公民館活動サークルに対する説
明会 対象 中央公民館で月1回以
上定期的に自主学習活動を行
い、1歳6カ月～未就学児の保護
者がいるサークル 申込 ２月２7日
㈯までに電話

銭湯絵師・丸山清人氏
による銭湯背景画のラ
イブペインティング～
伝統文化を伝える昭和
の風景� 1016074ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
75８0）

　市内在住で国内に３人しかい
ない現役銭湯絵師を招いて、講
話とライブペインティングを行
います。出来上がった作品は公
民館に展示します。
日時 ３月14日㈰1３:３0～15:00 講師
丸山清人氏（銭湯絵師） 対象 市内
在住・在勤・在学者 定員 申込制
で先着２0人 申込 ２月３日㈬9:00か
ら電話または来館

児童館のイベント

2月の児童館2月の児童館
※児童館のイベントはすべて事前
申し込み制です。詳細は各館にお
問い合わせください。実施の際は
十分な感染症対策を行います

パパとあそぼう
1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
59２-6８11）

日時 6日㈯10:15～11:00 内容 手
遊び、カレンダー製作など 対象
乳幼児と保護者（父、祖父） 申込
5日㈮までに電話または来館

乳幼児自由参加ひろば～
プレイルーム��わいわい
ワールド 1004025ID
会場・問 みさわ児童館（☎591-
３456）

日時 ８日㈪・２２日㈪10:00～11:３0 
内容 大型遊具による自由遊びな
ど 対象 乳幼児と保護者 申込 開
催２日前までに電話または来館

わくわくひろば
1012798ID

会場・問 ひの児童館（☎5８1-
7675）

日時 10日㈬10:３0～11:３0 内容 手
遊び、ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者 定員 申込制で
先着10組 申込 ２日㈫9:３0から電
話または来館

あそびタイム～鬼ごっ
こ 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 10日㈬15:３0～16:00 内容 い
ろいろな鬼ごっこをする 定員
申込制で先着10人程度 申込 ２日
㈫から電話または来館

折り紙タイム
1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎5８9-1２5３）

日時 17日㈬10:45～11:15 内容 折
り紙 対象 乳幼児と保護者 定員
申込制で先着15組 申込 当日来
館受け付け

乳幼児自由参加ひろば
～移動こあらひろば�

1016054ID

問 もぐさだい児童館（☎591-
7001）

日時 1８日㈭10:３0～11:３0 会場 南

第1回 第２回 第３回 第4回 第5回
日程 ２月２7日㈯ ３月6日㈯ ３月1３日㈯ ３月２0日㈷ ３月２7日㈯
時間 1３:00～14:３0 15:00～16:３0
内容 水力発電 カーボンニュートラル スターリングエンジン 船舶 エコな電車

講師
石田隆張氏 伊庭健二氏 齋藤剛氏 熊谷一郎氏 宮本岳史氏
いずれも明星大学理工学部総合理工学科教授

ひの市民大学

1016267ID 問中央公民館（☎5８1-75８0）
　今年度は「エコ」をテーマに各専門講師によるオンライン講座を開催します。
ぜひ、この機会に学んでみませんか。

対象市内在住・在勤・在学者 定員申込制で先着50人 申込 ２月３日
㈬9:00から右記QRコードで

日時・内容・講師 下表の通り

魅惑のスタンダード・ナン
バー�

1016076ID
会場・問中央公民館（☎5８1-75８0）
　CDを聞きながら、楽器ごと
の楽しさを解説します。
日時 ３月5日㈮・1２日㈮・19日㈮・
２6日㈮14:00～16:00（全4回） 講師
蓑
み の

茂
も

栄利氏（市民講師）対象 市
内在住・在勤・在学者 定員 申
込制で先着３0人 申込 ２月３日㈬
9:00から電話または来館

�明星大学連携コース「“エコ”の技術」（Zoom配信によるオンライン講座）
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