
催 し
スポーツ

東部会館いきいき教室〜骨盤
なめらか体操教室

1000974ID

日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30
と11:00～12:00
会場 同会館集会室
定員 申込制で各回先着5人
費用 5回で5,500円のチケット購入制
申込 電話
問 同会館温水プール（☎583-5266）

初心者野球教室 1016445ID

　試合形式を取り入れ、簡単な実技
やルールについて説明・指導します。
日時 4月14日～11月のおおむね水曜
日14:30から※1時間～1時間30分（全
18回）
会場 万願寺中央公園グラウンドなど

講師 野球協会指導資格者
対象 ①幼稚園年中・年長②小学1・2
年生
定員 申込制で先着①25人②15人
費用 7,000円（保険料含む）※初回時
に徴収
申込 電話
問 グラウンド等指定管理者㈱フク
シ・エンタープライズ（☎514-9178）

初心者サッカー教室
1016446ID

　試合形式を取り入れ、簡単な実技
やルールについて説明・指導します。
日時 4月3日～12月のおおむね土曜
日8:30から※1時間～1時間30分（全
20回）
会場 浅川スポーツ公園グラウンド
など
講師 サッカー協会指導資格者
対象 幼稚園年中・年長
定員 申込制で先着25人
費用 8,000円（保険料含む）※初回時

に徴収
申込 電話
問 グラウンド等指定管理者㈱フク
シ・エンタープライズ（☎514-9178）

市民体育大会〜少年軟式野球
競技・少年軟式野球連盟春季
大会 1003171ID

日程 4月18日からの毎週日曜日
会場 万願寺中央公園グラウンドなど
対象 市内在住・在学者で構成され
た小学生チーム・中学生チーム
費用 1チーム2,000円※主将会議（4月
3日㈯18:00から中央公民館で開催）
で徴収
申込 3月20日㈷17:00（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へ申込
用紙（日野市少年軟式野球連盟 HP か
ら ダウンロード  可）を郵送または持参
問 同連盟（熊谷☎090-2239-9348）、
同協会事務局（☎582-5770）

平山台文化スポーツクラブから
1003186ID

 ターゲットバードゴルフ 
日時 毎週水曜・金曜日13:00～15:30
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 多賀谷忠之氏（東京都公認上級
指導員）
費用 300円※会員150円
 ノルディックウオーキング教室 
日時 毎月第1日曜日、第3土曜日9:30
～11:30
会場 平山台健康・市民支援センター
内容 ポールの使い方講習後、近く
の公園を歩く
講師 朝倉知子氏（公認上級指導員）
費用 300円※会員150円
 平山台山歩き～渋沢丘陵（秦野） 
日程 3月23日㈫
集合 7:15小田急多摩センター駅西口
改札入口、14:00小田急線渋沢駅解散
コース 秦野駅～太岳院・今泉名水桜
公園～白笹稲荷神社～震生湖・福寿
弁財天～震生湖バス停～渋沢丘陵～
栃窪会館～川久保橋～国栄稲荷神社

（7.5㌔）
費用 600円※会員500円。交通費別
途。弁当持参
　いずれも 申込 電話、ファクスま
たはEメール 問 同クラブ（☎・ FAX

506-9979  hirayamadai@hop.
ocn.ne.jp）

市民環境大学
1013484ID 会場・問  カワセミハウス（☎581-1164）

■前期（5月13日～ 7月15日）
日程※ 内容
5月13日 地球環境問題とは

5月20日 物質循環（炭素、窒素、リン）と人
間活動の影響

5月27日
フィールドワーク①
黒川清流公園の春～周辺の気温測
定

6月3日 地球温暖化と温室効果ガス

6月10日 フィールドワーク②
黒川清流公園の春（湧水の量、水質）

6月17日 地球温暖化の生態系への影響と対
策 

6月24日 ヒートアイランド現象

7月1日
フィールドワーク③
黒川清流公園の初夏（植物）（公開
講座）

7月8日 ヒートアイランド現象の身近な対
策

7月15日 日野市の環境の現状と環境行政お
よび意見交換

■後期（10月14日～ 12月16日）
日程※ 内容

10月14日 水の文化と水の特異的な性質

10月21日 地球規模の水循環

10月28日 都市の水循環

11月4日 フィールドワーク④
黒川清流公園の秋～周辺の気温測定

11月11日 水資源・東京および日野市の水利用

11月18日 フィールドワーク⑤
黒川清流公園の秋（散策）

11月25日 仮想水（バーチャルウオーター）

12月2日 フィールドワーク⑥
黒川清流公園の初冬（野鳥）（公開講座）

12月9日 地下水の汚染（揮発性有機塩素化合物）

12月16日 東京湾の総量規制・身近な環境と地球
規模の環境を考える（講座のまとめ）

　環境科学の専門家、東京農工大学名誉教授の小倉紀雄氏を講師に、身近
な環境から地球環境までをみんなで楽しく学びます。黒川清流公園の四季
を楽しむフィールドワークも予定しています。
日程・内容 下表の通り 時間 10:00～12:00 対象 18歳以上の市内在住・在勤者 
定員 申込制で先着20人 申込 3月17日㈬～4月17日㈯9:00～17:00に電話※月
曜日を除く

※いずれも木曜日

第1３期

市内在住の70～79歳の方は無料で受診できます

1016625ID 問 ⾼齢福祉課（☎514-8496）

地
域 医療機関名 所在地 電話番号

新
町 ⾼瀬内科クリニック 新町1-203　

エスペラール1階 042-582-7228

日
野
本
町

日野のぞみクリニック 日野本町2149　
三浦レジデンス105号

042-843-1445
※事前予約制

花輪病院 日野本町31415 042-582-0061

アカシアクリニック 日野本町4-1-9　エンジュ1階 042-587-8616

日
野

石田クリニック 日野10271　2階 042-843-2608

康明会
ホームケアクリニック

日野1451-1  シルバービレッジ
日野クリニックビル1階 042-589-0009

万
願
寺

ニシムラ整形外科 万願寺1135 042-587-2220

石
田 にしくぼクリニック 石田2921 042-589-3532

新
井 青和クリニック 新井865-3 042-594-1900

⾼
幡

石川クリニック ⾼幡63 042-593-8113

朝比奈クリニック ⾼幡15 042-506-5117

鈴木内科クリニック ⾼幡10097　TIKビル2階 042-599-7021

三
沢 もぐさ園三沢台診療所 三沢21213 042-592-0466

百
草

百草園駅前クリニック 百草2041  
ガーデンビュー石神D1  1階 042-599-3266

百草の森
ふれあいクリニック 百草1042-22 042-599-7068

南
平 中川クリニック 南平71811　

第2小林ビル1階 042-594-0313

地
域 医療機関名 所在地 電話番号

南
平 福岡医院 南平81027 042-591-3600

平
山 京王平山クリニック 平山2378 042-592-5111

豊
田

康明会病院 豊田2321 042-584-5269
※予約専用ダイヤル

小林医院 豊田4344　1階 042-581-0433

日
野
台

日野台診療所 日野台42616 042-581-6175

多
摩
平

原脳神経外科クリニック 多摩平1314　1階 042-514-8550

胃腸内科・下肢静脈瘤
森末クリニック 多摩平1419201 042-589-3030

佐々木クリニック多摩平 多摩平1810 042-585-2591

朝がおクリニック 多摩平251111 042-506-9304

多摩平の森の病院 多摩平3117 042-843-1777

関根クリニック 多摩平3123 042-843-2383

小松医院 多摩平491 042-581-0474

多摩平小児科 多摩平763 042-584-6002

東
平
山

佐々木クリニック豊田 東平山311 042-585-8063

西
平
山

桜医院 西平山123A 042-514-8790

七生病院 西平山1241 042-584-0623

実施期間 4月1日㈭～令和4年2月28日㈪※対象者には順次ご案内
案内の送付 4～6月生まれ …4月上旬、7～9月生まれ …6月下旬、10～12月生まれ …9月下旬、1～3月生まれ …10
月下旬
内容 問診、認知機能簡易検査、結果説明
対象 令和3年4月1日現在、70～79歳の市内在住者※すでに認知症と診断されている方を除く
受診方法 ご案内に同封の受診券にある自分でできる「認知症の気づきチェックリスト」を実施し、指定医療機関（下
表参照）で受診※事前に問い合わせを

【日野市認知症検診実施医療機関】
予約が必要な場合もありますので、受診の際には、事前に電話でお問い合わせください。
※詳しい検査などを別の医療機関で受けていただくことがあります

日野市認知症検診が4月にスタート
　市では4月から、認知症を早期に発見し、早期支援することを目的とし、70～79歳の
方を対象に無料の検診を実施します。認知症は誰でもかかる可能性のある病気ですが、

「早期診断」による、早めの「治療」や「支援」につなげることで、認知症の進行を緩やかに
し、穏やかに暮らしていくことが可能となります。対象の方には市からご案内を送付し
ます。検診は簡単な検査と医師による問診のみですので、お気軽に受診してください。

催
し
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