
市政のお知らせ・催し 日とき場ところ内内容講講師対対象定定員￥費用持持ち物他その他・注意事項申申し込み問問い合わせ

催し・イベント

学生ボランティア活動展　
えっ？多摩地域でこんなこと
していたの!?
1018889ID

日 ３月12日㈯午後1時～4時場イオ
ンモール多摩平の森３階イオンホ
ール（多摩平）内大学生が取り組
んでいる被災地や多摩地域での
ボランティア活動報告など問地
域協働課（☎042-581-4112）

第1２回サロンミュージックin
赤レンガ
1000966ID

日 ３月12日㈯午後2時から内さま
ざまなジャンルの音楽ライブ￥

1,500円※全席自由申ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）、同オンライン
チケットサービス（同会館 HP内）
で販売中場・問ひの煉瓦ホール
（☎042-585-2011）

みんなが幸せに生きるまち～
日野からはじまる共生社会の
“ひのベーション„

日 ３月1３日㈰午後1時３0分～３時３0
分場①イオンモール多摩平の森
３階イオンホール（多摩平）②Zo
om講大和田邦彦氏（七生緑小校
長）、藤田博文氏（自立生活セン
ター日野）など定申込制で先着
①50人②３0人申電話、Ｅメール
（ hino-vc@hinosuke.org）ま
たはQRコードから。氏名、電話
番号、参加方法（Zoomまたは会
場）を記入問日野市ボランティ
ア・センター（☎042-582-2３18）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー
1015074ID

日 ３月19日㈯午前9時南平駅集合、
正午京王線高幡不動駅解散対 4
㌔以上歩ける小学生以上の市内
在住者※小学生は保護者同伴定

申込制で先着20人申 ３月３日㈭か
ら電話問緑と清流課（☎042-514-
8３09）

野菜づくり何でも相談
会 1010663ID

日 ３月19日㈯午前10時～正午場七
ツ塚ファーマーズセンター内土
作り、苗選びなど講 JA東京みな
み、NPO法人日

ひ

野
の

人
びと

・援農の会
定申込制で先着10人申同会へフ
ァクスまたはＥメール（ FAX 042-
849-2092 hinobito-ennou@
jcom.zaq.ne.jp）で。住所、氏名、
電話番号を記入問都市農業振興
課（☎042-514-8447）

天然理心流剣術演武
1018850ID

日 ３月19日㈯午前10時３0分～11時
３0分※雨天中止講出演…井上雅
雄氏（井上源三郎子孫）、天然理
心流日野道場の皆さま場・問新
選組のふるさと歴史館（☎042-58３-
5100）

出張公民「観
かん

」in高幡
台団地 1018885ID

日 ３月19日㈯午前10時～午後３時
※雨天中止場UR高幡台団地高
幡台郵便局前（程久保）※直接会
場へ内公民館活動を知ってもら
うサークル作品展示、演奏など
問中央公民館高幡台分室（☎042-
592-0864）

つんで楽しい
よもぎだんごの作り方
1013367ID

日 ３月19日㈯午後1時～4時講カワ
セミハウス協議会環境分科会対

小学３年生以下は保護者同伴定

申込制で先着12人申 ３月5日㈯か
ら電話※月曜日を除く午前9時～
午後5時15分場・問カワセミハウス
（☎042-581-1164）

もったいないをありがとうへ
～ひのフードパントリーを知
ろう
1019069ID

日 ３月19日㈯午後1時３0分～３時３0
分場①中央福祉センター②オン
ライン講芝田晴一朗氏（フードバ
ンクTAMA事務局長）、宮崎雅
也氏（日野市社会福祉協議会）申

②３月18日㈮までにひの・まちの
生ごみを考える会へＥメール（
info@namagomi-heraso.com）
問同会（佐藤☎080-8891-49３0）

ハンセン病問題を知っていま
すか？
1018910ID

日 ３月20日㈰①午前10時～午後4
時②午後2時～4時場イオンモール
多摩平の森３階イオンホール（多摩
平）※②のみZoomあり内①パネ
ル展示、ビデオ上映②講演会定

②申込制で先着会場50人、Zoom
３0人他人数制限する場合あり申

②電話、ファクスまたはＥメール
（ FAX 042-584-2748 danjyo@
city.hino.lg.jp）※1歳～未就学児の
保育、手話通訳希望者は３月10日
㈭までに申し込み問平和と人権
課（☎042-584-27３３）

虹
にじ

友
とも

カフェ
1016631ID

日 ３月20日㈰午後1時３0分～4時※
入退室自由場多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ対 LGBTの本
人、親族、支援者他人数制限す
る場合あり問平和と人権課（☎042-
584-27３３）

講演会～多摩丘陵の古街道群
と百草界隈の歴史ロマ
ン 1018851ID

日 ３月21日㈷午後2時～4時講宮田
太郎氏（古街道研究家）定申込制
で先着28人申 ３月３日㈭午前9時か
ら電話場・問郷土資料館（☎042-
592-0981）

地域共生社会を考え
るシンポジウム
日 ３月22日㈫午後1時３0分～4時場

①イオンモール多摩平の森３階イ
オンホール（多摩平）②Zoom内

講演「コロナ禍で起きたこと。そ
してこれから。」対地域の福祉関
係者、地域活動に関心のある方
定 ①申込制で先着40人申 ３月14
日㈪までにQRコード（日野市社
会福祉協議会 HP）から問日野市
社会福祉協議会（☎042-582-2３19）

郷土資料館出張パネル展～七
生丘陵散策コースの池
1018845ID

日 ３月24日㈭～4月21日㈭午前9時
～午後9時場多摩平の森ふれあい
館問郷土資料館（☎042-592-0981）

多摩平の桜の名所とパン屋を
巡る春のブランニング（二中地
区アクションプラン）
1011947ID

日 ３月26日㈯午前10時イオンモー
ル多摩平の森（駅前交差点入口
側）集合、正午多摩平第一公園解
散定申込制で先着20人￥パン代
実費申 ３月4日㈮～2３日㈬までに
電話またはＥメール（ ckyodo
@city.hino.lg.jp）で。氏名、参加
人数、年齢、連絡先を記入問地
域協働課（☎042-581-4112）

３月の自然観察会
1018839ID

日 ３月26日㈯午前9時３0分日野駅
前集合、午後0時３0分同所解散
内春の草花の観賞講 案内…日
野みどりの推進委員対小学生以
下は保護者同伴定申込制で先着
15組￥1家族当たり３00円（資料代）
申 ３月4日㈮午前9時～25日㈮に電
話問緑と清流課（☎042-514-8３07）

体験学習会～化石でたどる大
昔の日野
1018847ID

日 ３月27日㈰午前10時仲田の森蚕
さん

糸
し

公園市民の森ふれあいホール
前集合、11時３0分同所解散講西
田尚央氏（東京学芸大学准教授）
定申込制で先着15人申 ３月4日㈮
午前9時から電話問郷土資料館
（☎042-592-0981）

七生丘陵を歩こう～程久保川
周辺の自然と歴史
1018846ID

日 ３月29日㈫午前9時３0分多摩モ
ノレール多摩動物公園駅下集合、
正午同所解散定申込制で先着10
人申 ３月4日㈮午前9時から電話問

郷土資料館（☎042-592-0981）

豊田ビバヒルズ サニークロ
ーバーズ15周年記念発表会
届け！CHEER SMILE
1019006ID

日 4月３日㈰午後３時３0分～5時と
午後6時３0分～8時場ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）内チアダンス他

申込方法など詳細は市 HP参照問

同団体(大野☎080-３41３-4096）、
市文化スポーツ課（☎042-514-84
65）

京王線へ行こう！高幡不動駅
車両基地見学ツアー
1018816ID

日 4月5日㈫午前10時京王線高幡
不動駅改札前集合、正午同所解
散対市内在住の小学5年生以上
の子と保護者定申込制で先着20
組申 ３月３日㈭午前9時から電話、
来館または電子申請※電話、来
館の場合は月曜日、祝日を除く
問中央公民館（☎042-581-7580）

地域デビュー応援～マッチン
グイベント「まち活

か つ

」
1018890ID

日 ①4月10日㈰②24日㈰いずれ
も午後1時３0分～4時場多摩平交
流センター内①地域活動の先輩
による経験談、自分を語らう交
流会②市民活動ごちゃまぜ交流
会申電話、ファクスまたはＥメー
ル（ hino-cagcm@tokyo.
email.ne.jp）で。氏名、電話番号、
年代、興味のある分野を記入問

ひの市民活動支援センター（☎・
FAX 042-581-6144）
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