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LIVE TOGETHER

～共に生きよう日野と楽しい仲間達～

第23回公民館まつり
５月22日（土）、23日（日）

▲マンドリンの華麗で透き通った音色を皆さんへ
お届けします。
会 場
実習室
談話室

第23回公民館まつり日程表

中央公民館

５ 月２２日（土）１０：００～１６：００
５ 月２３日（日）１０：００～１６：００
喫茶コーナー【キャンディ・キャンディ】
切り絵【ひの切り絵サークル】 活動展示【ガールスカウト東京都第51団】
１１：００～１１：３０
１３：００～１４：００
人形劇【うどの大木】
マンドリン【トルトガマンドリンアンサンブル】
ホール
１３：００～１３：３０
１４：００～１４：３０
ギター【ギターグレイセス】
二胡 【二胡サークル】
１１：００～１１：４５
１１：００～１１：４５
オカリナ・フルート【楽笛、七七フルート】 ハーモニカ【かわせみハーモニカアカデミー】
１３：００～１３：４５
１３：００～１４：００
講座室
女声コーラス【コール・ビオラ】
女声コーラス【ブリランテ】
１４：００～１４：４５
リコーダー【リコーダーアンサンブル風】
視聴覚室
ビデオコーナー【日野遊 ing ビデオクラブ】
小会議室
そば処【そばっ子】
老人娯楽室 １ 活動展示、布ぞうり作り【新婦人ひめもり班】
陶芸【あすなろ】
【彩陶会】
【せらみく】
【手のひらの会】
【楽陶会】
【釉遊会】
木彫【きつつき会】
銅板【くだかけ】
編み物【すみれ会】
集会室 １．２
デジタル写真【デジタル多摩フォトクラブ】 リサイクル運動【谷仲山Ｒ運動】
福祉講座室 水墨画 【紫水会】【紅水会】
集会室 ３
ステンドグラス【日野ステンドグラスの会】
健康相談室 デジタル写真【デジカメ IMG】
１０：３０～１１：００
１０：００～１０：３０
日野囃子 【日野囃子保存会】
日野囃子 【日野囃子保存会】
１２：００～１２：３０
１０：３０～１１：００
よさこい【よさこいチーム姫桜】
よさこい【よさこいチーム姫桜】
１２：３０～１３：００
１２：００～１２：３０
日野囃子 【日野囃子保存会】
よさこい【よさこいチーム姫桜】
１４：００～１４：３０
１２：３０～１３：００
よさこい【よさこいチーム姫桜】
日野囃子 【日野囃子保存会】
公民館前広場
１４：３０～１５：３０
１５：００～１５：３０
日野囃子 【日野囃子保存会】
よさこい【よさこいチーム姫桜】
１５：３０～１６：００
よさこい【よさこいチーム姫桜】
模擬店 クッキー、清涼飲料水各種、ホットドッグ、フランクフルト、
お好み焼き、焼きそば、地場野菜、ヨーヨー、バルーンアート、
ごきぶり退治団子、フリーマーケット、豚汁 （２２日のみ：調理パン ）
体験コーナー 囲碁・将棋、ごきぶり退治団子作り
ひの児童館
ひの児童館まつり
雨天時には、時間や会場の変更を行う場合があります。
※駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
中央福祉センター

▲世界に一つだけの陶芸作品の数々

○日時＝5月22日（土）
・23日（日）
午前 10 時～午後 4 時

ひの児童館
至立川駅

中央公民館
日野図書館

○内容＝左記のとおり
ンター、ひの児童館

日野本町
バス停

至豊田駅

○問合せ先＝中央公民館
（電話 581－7580）

至市役所
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法人日本城郭協会評議員）
▽定員＝先着 人（事前申
込み）
◆国際理解講座「激動する
中国～その背景と影響～」
世界第２の経済大国・中
国の今と日本の今後を分か
りやすく解説します。
▽日時＝６月５日（土）・
日（土）・７月４日（日）・
日（土）の午前 時～ 時
分
▽内容＝①世界第２位の経
済大国・中国の現在②超格
差社会中国③改革開放後の
政治システム④強い元と弱
いドル・国際金融の行方
▽会場＝多摩平交流センタ
ー
▽講師＝渡辺剛氏（元外務
省国際情報局専門分析員）
付波氏（筑波大学社会国際
教育プログラムアドバイザ
ー）
▽定員＝先着 人（事前申
込み）
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第 回ひのアートフェ

581

スティバル参加者・運

21

営ボランティア募集

８ 月 日（ 土 ）、 日（ 日 ）
の２日間、仲田小隣の自然
体験広場で『真夏の森の夢』
をテーマに芸術祭を開催し
ます。
音楽、舞踊、演劇などの
舞台出演者、絵画、彫刻な
どのアート作品の出展者や
フリーマーケット出店者、
手作り作品の販売者、運営
スタッフを募集しています。
▽連絡先＝ひのアートフェ
スティバル実行委員会（中
央公民館内℡ ７-５８０）
※６月 日まで
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29

581

公民館講座のご案内

70

申込み・問合せは、
中央公民館
（℡ ‐７５８０）

◆ひの市民大学「お好みの
野菜を上手に育てよう」
▽日時＝５月 日（土）午後
２時～４時
▽会場 市
= 役所 会議室
▽講師＝金子弘明氏（ＪＡ
東京みなみ七生地区青壮年
部副部長）
▽定員＝先着 人（申込み
不要・直接会場へ）
◆映画会「恍惚の人」
▽日時＝５月 日（土）午前
時と午後２時からの２回
上映
▽会場＝中央公民館
▽原作＝有吉佐和子
▽監督＝豊田四郎
▽出演者＝森繁久彌、高峰
秀子、乙羽信子ほか
▽定員＝各回 人（事前申
込み）
※満１歳６ヶ月～未就学児
の保育あり、要予約
◆「城郭～城をより広くよ
り深く知ろう！」
日本には、それぞれの時
代を象徴するさまざまな城
があります。この講座では、
「城」をより広くより深く
学びます。
▽日時＝６月５日・ 日・
日・ 日・７月３日・
日いずれも土曜日の午後２
時～４時
▽内容＝①日本の城の変遷
②石垣、堀、城下町③城の
種類、天守・城門④朝鮮半
島の城と倭城⑤中国の城⑥
日本史の中の国取物語
▽会場＝中央公民館
▽講師＝田中邦熙氏（財団
26

29

至高幡

日野宿本陣
生活・保健
センター
バス停

〈会場への交通〉日野駅から徒歩８分
高幡不動駅から日野駅行きバス
・日野本町経由「日野本町」下車
・実践女子短大経由「生活・保健センター」下車
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60

日野宿
交流館
至立川

甲州街道

○会場＝中央公民館、中央福祉セ
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中央福祉
センター
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きびしくしないで
まったりと
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４月に入っても寒暖の差
がはげしい日が続きました
が、ようやく晴れて春らし
い 陽 気 と な っ た 半 ば ご ろ、
堀之内緑道を歩いてみまし
た。
市役所南側の神明郵便局
前から日野バイパスの神明
１丁目信号を越えて坂道を
下り、 段ほどの階段を下
りると、左側斜面の白い石
垣が目に飛び込んできます。
高さ４～５メートルはある
でしょうか、石積みのきれ
いな石垣が メートルほど
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続いています。山折り、谷
折り状に屈曲する石垣の上
には桜の若木が植えられて
おり、折しも満開を迎えた
姿は、下から見上げると青
空に映えて実に美しい光景
でした。石垣の上は昭和
年代に営業を始めたという
日野ゴルフ練習場で、石垣
は 年ほど前にここの先代
社 長 が 造 ら れ た そ う で す。
コンクリート打ちっぱなし
で も よ か っ た の に ･･･
。周
辺の景観との調和を考えて
造られたのでしょうか。造

300

▼

－

桜が満開の石垣の奥には堀之
内緑道と用水が続きます。

－

と

が

き

中を下って行く急坂の散策
路です。緑地内はきれいに
整備されていて、下りきっ
て小さな道に出たところに
は農地が広がっています。
新緑の雑木林をバックに、
明るい陽光を受けて静まり
かえった様子を眺めている
と、なんだか田舎に帰って
来たようで、なんとも懐か
しい気持ちになるのは私だ
けでしょうか。
（Ｔ）

あ

今 年 は 春 の 訪 れ が 遅 く、
なかなか冬物衣料が手離せ
ませんでした。４月 日の
降雪（ 年ぶりの遅雪）に
は本当に驚きました。
『日野の風景』を取材し
た日は、ぽかぽかと暖かく、
黄色の菜の花、ピンク色の
桜、緑色の木々等、春の香
りを十分満喫してきました。
５月になり、寒さから開放
され身も心も軽くなってき
ました。やっと『春が来た』
という感じです。
皆さんのとっておきの散
策路・お薦めスポットはど
こですか？私たち編集委員
まで、是非お知らせくださ
い。情報お待ちしています。
（Ｋ）
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公民館だよりを一緒に作
ってみませんか。公民館だ
よりは年４回、四半期毎に
発行し、新聞折込みで全戸
配布しています。そして、
その編集は市民のボランテ
ィアの方によって行われて
います。経験や年齢は問い
ません。是非ご応募くださ
い。

公民館だよりの
編集委員を募集
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小学校の鼓笛隊や中学・
高校時代に吹奏楽部に在籍
していた人たちが、社会に
出てから『また楽器をやり
たくなった』、『何か趣味が
欲しくなった』などの理由
から、サークルを結成しま
した。
練習は、日曜日が休みで

▲練習終わって、ハイポーズ

木曜日の夜７時、管楽器
の響く中央公民館のホール
を訪ねました。左の写真で、
楽器を手に満ち足りた表情
の皆さんをご覧下さい。
このサークルは、平成
年２月から公民館で活動し
て い る“ 音 楽 の 仲 間 た ち ”
吹奏楽の皆さんです。

限りません。毎回練習に行
はあまりありませんが、演
けなくても、音楽以外の活
奏会を催すことも視野にあ
動（バーべキュー等）で親
ります。演奏するのは、ク
睦を深めています。
ラシックをはじめ、映画音
取材に伺ったこの日は、
はない人が集まりやすいよ
楽、アニメのテーマなどレ
う平日の夜に行っています。 指揮者、クラリネット、オ
パートリーは幅広いとお見
みんなで楽しく楽器を演
ーボエ、トランペット、ア
受けしました。若く力強い
ルトサックス、トロンボー
管楽器の音色を拝聴し、楽
奏したいと、市内・市外か
ン、パーカッションの７名
ら集まっています。全員が
しい余韻と共においとまい
でした。会員数は、この３
仕事を持っているので、練
たしました。
習日に必ず参加できるとは
倍くらいとのことです。
活字では音を伝えられな
「ハードルは低く」とお
いのが残念ですが、参加し
っしゃるわりに、管楽器の
てみようと思う方は、使い
音は美しく室内に響きまし
慣れた楽器を携えて、どう
小さな橋のたもとに「堀之
た。「 お や？」 と 思 う 所 は
ぞ お 集 ま り 下 さ い。 ま た、 内緑道」の道標が立ってい
誰ともなく注意の声がかか
初めての方も歓迎です。仕
ます。ここが緑道の入口で、
り、当人は「はい」と応じ
事のストレスもきっととけ
しばらくはまぶしい新緑に
て練習が進みます。ここに
ていくでしょう。（Ｈ）
縁取られた用水沿いの快適
はきまった「先生」は不在
▽活動日＝木曜日（月２回） な道ですが、 メートルほ
な の で す。「 き び し く し な
午後６時～９時
どすると用水は左方向へ分
いで、まったりと」が原則
▽場所＝中央公民館
か れ て 行 き ま す。 緑 道 は、
とのことです。けれど音は
▽会費＝毎回 円
この先人家や田畑の間を通
一度出したら取り戻せない
▽連絡先＝川原慎一郎
り、市民プール前の通りを
厳しさも感じました。
（℡ ０ ９ ０ ７ ８ ３ ９
越え、日枝神社脇を経て浅
今までに対外的な活動歴
５２０３）
川左岸堤防上の遊歩道に出

て終点です。
った人の心意気を感じまし
緑道は、全体でも メー
た。市内でも珍しい風景と
トルほどでしょうか。市民
いえるでしょう。
プール前の通りは狭い割に
石垣の南端に右方向から
は車が多い道ですが、ここ
石垣と桜と堀之内緑道
豊田用水が流れてきていて、 さえ気をつければ、他は安
心して歩けます。日枝神社
脇には休憩用の東屋も用意
されています。神社の境内
には市指定天然記念物「ム
ク ノ キ 」 の 巨 樹 が そ び え、
また浅川左岸堤防上の散歩
道を高幡橋方面に下って行
くと、市民プールや駒形公
園、ドッグランなどの施設
もあり、いつも人でにぎわ
っています。
なお、神明１丁目の信号
を渡ってすぐ左側に人ひと
りがやっと通れるほどの小
径があります。第 緑地の
▲みんなで演奏するって楽しい♪♪♪
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▲浅川側から見た堀之内緑道 東屋の右手は
日枝神社
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音楽の仲間たち
＜高幡不動尊金剛寺 五重塔＞
公民館で活動する『ひのきり絵サークル』
による作品です。紹介するきり絵は、絵は
がきになって販売しています。（10枚１組
500円）ご覧になりたい方、お求めになり
たい方は、中央公民館へお越しください。
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きり絵で描く
日野の風景②
No.126
（） 公民館だより
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