
催 し
子ども・保護者向け
ひのいきいき体験～自然散
策・木工教室 1006057ID

　檜原村「都民の森」で夏休みの思い
出をつくりましょう。
日時�8月5日㈭・17日㈫7:30～17:00※
いずれか1日
会場�東京都檜原都民の森（檜原村）
集合�7:30…高幡不動尊駐車場、7:45
…多摩平第一公園横
内容�森に生息する小動物や昆虫、植
物などの観察をしながら自然散策。
ペン立て、ティッシュ箱、巣箱（5年
生以上）の中から作品を一つ作る木
工教室
対象�市内在住の小学4～6年生※保
護者の参加不可
定員�各日16人※申込多数の場合は
抽選
費用�200～400円（木工教室材料費）
共催�日野市青少年育成会連合会　
申込�6月30日㈬（必着）までに〒191-
8686日野市役所子育て課「ひのいき
いき体験」担当へはがきで。氏名（ふ
りがな）、性別、住所、電話番号、
学校名、学年、希望日（第2希望まで
記入）、希望の集合場所、希望する
木工作品（ペン立て、ティッシュ箱、
巣箱のうち一つ）を記入※1人につき

はがき1枚
問�子育て課（☎514-8579）

図書館おはなし会（7月）
 1017068ID

日時・会場・問 �下表の通り※直接会場
へ
	0～2歳児対象	

会場・問 日時

高幡図書館
（☎591-7322） 7月7日㈬15:00～15:15

多摩平図書館
（☎583-2561）

7月8日㈭10:30～10:45
（ひよこタイム）

平山図書館
（☎591-7772）

7月15日㈭10:30～10:45
（ひよこタイム）

百草図書館
（☎594-4646） 7月21日㈬15:00～15:15

中央図書館
（☎586-0584） 7月29日㈭10:30～10:45

	3歳～未就学児対象	

会場・問 日時

高幡図書館
（☎591-7322） 7月7日㈬15:30～15:45

中央図書館
（☎586-0584） 7月14日㈬15:30～15:45

日野図書館
（☎584-0467） 7月21日㈬15:30～15:45

百草図書館
（☎594-4646） 7月21日㈬15:30～15:45

多摩平図書館
（☎583-2561） 7月28日㈬15:30～15:45

　いずれも�定員�参加者多数の場合
は人数を制限し、お待ちいただく場
合あり※詳細は図書館�HP�を参照ま
たは各館に問い合わせを
その他�ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間

夏休み工作教室 1008142ID

　自分の手で作るものづくりの楽し
さを体験しよう！
日時�7月25日㈰13:30～16:30
会場�東京都立多摩職業能力開発セン
ター八王子校
対象�小学3～6年生※保護者同伴可
定員�申込制で先着20人
申込�6月16日㈬～7月12日㈪にEメー
ル※詳細は同センター HP 参照
問�同センター（☎042-622-8201）

趣味・教養
平山台文化スポーツクラブから
 1003186ID

	山歩き～浅
せ ん

間
げ ん

嶺
れ い

（890m）	
日程�6月22日㈫
集合�7:50JR立川駅五日市線ホーム
前寄り、16:00JR武蔵五日市駅解散
コース�武蔵五日市駅～人

へん

里
ぼり

バス停～
浅間嶺尾根～浅間嶺展望台～払

ほっ

沢
さわ

の
滝入り口バス停（8㌔）
費用�600円※交通費別途。弁当持参
�フラダンス�
日時�第1・第2・第4火曜日13:30～15:40
会場�平山台健康・市民支援センター
講師�村井世

せい

子
こ

氏（ハワイ州公認指導
員）
費用�700円※会員350円
�コーラス�
日時�第2・第4木曜日13:30～15:00
会場�平山台健康・市民支援センター
講師�若山千恵子氏（音楽員）
費用�400円※会員300円
　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）

赤レンガプロジェクト企画
 1000966ID

第15回記念スペシャル　アーカイ
ブス&名曲サロン2021
　普段ご自宅で聴くことができない
レコードやオープンテープなどをお

持ちいただければ再生します。有名
メーカーからの機材協力でワンラン
ク上の音響をご堪能ください。
日時・内容 下表の通り
対応機器�レコード、オープンテープ、
カセットテープ、CD、MD、DVD、
BD※メディアの保存状況により再
生できない場合あり

7月10日㈯ 7月11日㈰

11:00 クラシック

12:00 オールジャンル クラシック

13:00 クラシック ポップス・ロック

14:00 クラシック ポップス・ロック

15:00 ポップス・ロック ジャズ

16:00 ポップス・ロック ジャズ

17:00 ジャズ オールジャンル

18:00 ジャズ

夏だ！エレキだ！ベンチャーズだ！�����
エド山口と東京ベンチャーズLIVE �	
2021�

　エド山口の軽快なトーク&ベンチ
ャーズサウンドをお楽しみくださ
い。
日時�8月21日㈯14:00から
出演�エド山口、東京ベンチャーズ
費用�2,000円
申込�6月19日㈯10:00から電話または
ひの煉瓦ホール�HP�で
　いずれも�会場・問 �ひの煉瓦ホール
（市民会館）（☎585-2011）

展示ケース展示作品募集
 1000966ID

　市民の皆さまの発表の場として1
階ロビーにある「マイギャラリー」に
展示する作品を募集します。手芸品、
工芸品、写真、絵画、書画など、個
人・グループを問わずご利用いただ
けます。ぜひご活用ください。
期間�1カ月ごと
会場�ひの煉瓦ホール（市民会館）
申込�申込書を持参※月曜日を除く
問�同ホール（☎585-2011）

スポーツ
市民体育大会～テコンドー競
技 1003171ID

日時�7月18日㈰10:00から
会場�市民の森ふれあいホール
種目�トゥル（型）の部（幼年、小学生、
中学生）※接触を伴うマッソギ・団
体トゥルは中止
対象�中学生以下の市内在住・在学者
その他 詳細は実施要項（市役所3階
文化スポーツ課、市民陸上競技場、
日野市体育協会�HP�にあり）参照
申込�7月5日㈪までに申込書をEメー
ル（ �yosisu@oregano.ocn.ne.jp）

の上、保護者印を押印した申込書を
〒191-0034落川1421-33日野市テコ
ンドー協会関本義数へ郵送または当
日持参
問�日野市体育協会事務局（☎582-57
70）

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）

　夏休みを活用してボランティアにチャレンジしてみませんか。お家で
参加できるプログラムもあります。
活動期間�7月20日㈫～8月31日㈫
活動場所�高齢者施設、障害者施設、保育園、環境団体など
対象�小学生以上
費用�500円（保険料含む）
説明会�7月4日㈰・11日㈰10:00～11:00
説明会会場�中央福祉センター※YouTubeでの視聴可。
詳細は日野市社会福祉協議会�HP�参照
申込�同協議会�HP�または日野市ボランティア・センター
窓口で

ドラマ『列島制覇-非道のうさぎ-』
合唱のシーンが七生公会堂で撮影されました
　U-NEXTにて先行配信中！
　7月14日㈬からDVD-BOX
発売。レンタル（全4巻）は順
次開始

“極道か!? 合唱道か!?”
　“非道のうさぎ”と恐れられ
る主人公の宇佐木林太郎は、
15年の服役中に合唱の魅力に
ハマってしまった。
　出所後、極道稼業と合唱の
狭間でさまざまな問題を抱えながら夢に向かって突き進む。怖さの中に
コミカル要素が存在する新感覚アウトロームービーです。
出演�小沢仁志、新羅慎二、真飛聖、萬田久子、笹野高史ほか
原案・監督�内田英治、中元雄��脚本�吉高寿男、松本稔、篠原高志

日野映像支援隊からのお知らせ
◉日野映像支援隊のロケ情報!

　問�産業振興課（☎514-8461）

©2021東映ビデオ

　市内のサークル・団体の代表者や連絡先・活動内容や活動に利用でき
る市内の施設などをまとめた令和3年度版の冊子を発行しました。
配布開始�6月29日㈫から（予定）
配布場所�市役所5階生涯学習課、市政図書室、市内各図書館、中央公民館、
七生支所、豊田駅連絡所、生活・保健センターなど

　市民の皆さまの学びのお手伝いのため、市民講師や市職員を紹介・派
遣します。歴史や自然科学、健康、生活、作法、料理、音楽、美術、ス
ポーツなど、幅広い分野の講座があります。
費用�講師料無料※教材費などは実費負担。会場は受講者が用意
その他�詳しい講座内容をまとめた令和3年度版案内冊子を、市役所5階生
涯学習課、市政図書室、市内各図書館、中央公民館、七生支所、豊田駅
連絡所、生活・保健センターなどで6月29日㈫から配布予定

「サークル団体・施設ガイド」を配布します

ひの21世紀みらい塾（講師紹介・派遣事業）を
ご活用ください

夏の体験ボランティア2021
参加者募集

1011944ID 　問�生涯学習課（☎514-8765）

　問�日野市ボランティア・センター（☎582-2318）

1011945ID 　問�生涯学習課（☎514-8765）

▲�プログラム
一覧
※6月14日㈪
　から公開
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