
趣味・教養
日野宿発見隊「まちかど写真館
inひの〜日野用水今昔」

　日野用水開削450年を記念して、
新旧の日野用水の写真約40点を大昌
寺（日野本町）北側石壁付近に展示し
ます。
日程 8/1㈫～ 9/30㈯ 問 日野図書館

（☎584-0467）

七生公会堂ホワイエライブ
日時 8/9㈬15:00～16:00 出演 谷島純
子氏（ピアノ）、溝口由美子氏（歌）
定員 先着40人 会場・問 七生公会堂

（☎593-2911）

七生公会堂かわせみ寄席映像編
〜古今亭志ん朝の名演映像上映

日時 8/23㈬15:00～16:00 定員 先着40
人 会場・問 七 生 公 会 堂（ ☎593-
2911）

サマージャズ・ライブショー
日時 8/13㈰18:00～20:00 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館）※直接会場へ
出演 スーパーレッドバンド（5人編
成）問 同ホール（☎585-2011）

ひの煉瓦ホール（市民会館）
ロビー 100歳のピアノによる
お昼のミニコンサート

日時・出演 8/12㈯…井上靖彦氏（ピ
アノ）、姫野有宇子氏（ソプラノ）、
26㈯…東ますみ氏（歌）、樋口周子氏

（ ピ ア ノ ）い ず れ も12:30～13:00 
会場・問 同ホール（☎585-2011）

障害者のための社会交流事業
「軽スポーツ・ボッチャ」
日時 8/16㈬13:30～15:30 対象 身体（車
いす可）・知的・精神障害のある市
内在住者、ボランティア 申込 8/1㈫
～ 15㈫に電話 会場・問 地域活動支
援センターやまばと（☎582-3400）

普通救命講習〜心肺蘇生、AED
の使用方法、窒息の手当など

日時 8/20㈰9:00～12:00 講師 日野消
防 署 職 員 定員 申 込 制 で 先 着10人
費用 1,400円（テキスト代）申込 8/3

㈭から電話 会場・問 日野消防署（☎
581-0119）

赤レンガプロジェクト企画
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

アーカイブス＆名曲サロン〜昔なつ
かしの蓄音機で当時のレコードを聴
いてみませんか
　今回は特別にSP盤（78回転）を蓄
音機で再生します。

日時 8/25㈮・26㈯12:00～19:00 
対応機器 カセットテープ、レコード

（33rpm・45rpm）、オープンテープ
(1/4 38cm/s 19cm/s 2ト ラ ッ ク )
(1/4 19cm/s 9.5cm/s 4トラック ) 
SP盤（78rpm）※メディアの保存状
況により再生できない場合あり
サロンミュージックin赤レンガ出演
バンド募集
日程 平成30年3/10㈯ 内容 観客が飲
食しながらバンドの演奏を楽しみ、
バンドも一緒に楽しむ企画 対象 事
前打ち合わせに参加でき、メンバー
の平均年齢が原則40歳以上のバンド
申込 11/17㈮（必着）までにエントリー
シート（市役所3階文化スポーツ課、
ひの煉瓦ホール、七生公会堂、市民
の森ふれあいホールで配布。市 HP
から ダウンロード 可）、メンバーの写真、
デモDVD（10分程度）を〒191-8686
日野市役所3階文化スポーツ課赤レ
ンガプロジェクト事務局へ郵送また
は持参

女性限定講座〜傷ついた心
の回復をめざす「トラウマに
対するツール」

日時 8/26㈯13:30～16:30 会場 多摩平
の森ふれあい館※直接会場へ 講師
Shiori氏（レジリエンスファシリテー
ター養成講座修了）など 費用 500円

（資料代）その他 8/16㈬までに申込制
で1歳～未就学児の保育、手話通訳あ
り 問 男女平等課（☎584-2733 FAX  
584-2748）

員、パートを含む 申込 8/10㈭（必着）
までにTOKYOはたらくネット HP
などから申し込み問 多摩職業能力
開発センター府中校人材育成プラザ

（☎042-367-8204）

東京しごとセンター多摩の
就業支援（８月）

　ミドル世代のための再就職支援講
座、シニア世代の再就職対策講座、
女性のための再就職支援セミナーな
ど多数講座あり。詳細は、しごとセ
ンター多摩 HP をご覧ください。
問 しごとセンター多摩（☎042-329-
4524）

健康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

第1グループ〜みんなで楽しく健康
づくり 日時 8/18㈮9:30～11:30 会場
心塾（旭が丘）※直接会場へ 内容 健
康体操、健康講話、歌など 講師 市健
康体操サポーター、健康づくり推進
員 費用 100円 持ち物 上履き、バスタ
オル、タオル、飲み物、会員証（お
持ちの方）
第3グループ〜笑って元気に！健康
づくりの一里塚！ 日時 8/21㈪13:30
～15:30 会場 新町交流センター※直
接会場へ 内容 健康体操、歌など
講師 市健康体操サポーターなど
費用 100円 持ち物 飲み物、タオル
第4グループ〜今日も明日も元気か
い「健康体操＆交流会」日時 8/22㈫
10:00～12:00 会場 落川交流センター
※直接会場へ 内容 らくらく健康体
操＆4Gエクササイズなど 講師 市健
康体操サポーター、健康づくり推進
員 持ち物 タオル、飲み物

生活・環境
手作り石けん販売

日時 8/10㈭13:00～14:00※完売終了
会場 生活・保健センター前庭 問 日
野第一生活学校（☎581-0265）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売

　新鮮で旬な日野産農産物などをぜ
ひご購入ください。
日時 8/10㈭・24㈭12:00～13:00 会場

認知症サポーター・ステッ
プアップ講座〜薬剤師から
みた認知症

日時 8/23㈬10:00～12:00 会場 マザア
ス日野（万願寺）対象 認知症サポー
ター養成講座を受講済みの方※未受
講の場合は問い合わせを申込 電話
問 地域包括支援センター多摩川苑

（☎582-1707）

発達支援講演会「みんなが笑顔
になれる家での生活・関わり〜
発達の特徴よりも大切なこと」

日時 9/9㈯14:00～16:00 会場 エール
（発達・教育支援センター）講師 榎
本拓哉氏（明星大学非常勤講師）
定員 申込制で先着50人 その他 電話
申込制で1歳～未就学児先着8人の保
育あり申込 8/2㈬9:00から発達支援
課（ hattatsu@city.hino.lg.jp）
へ電話または メール で。氏名、電話
番号を記入 問 発達支援課（☎589-
8877）

はじまりの読書会2017（全6回）
　各回一冊の本を取り上げ、参加者
同士で感想などを語り合います。今
回は映像化された文学作品を取り上
げました。作品を事前に読んでご参
加ください。
日程・作品 9/15㈮…「父と暮せば（井
上ひさし著）」、10/20㈮…「螢川（宮
本輝著）」、11/17㈮…「キッチン（吉
本ばなな著）」、1/19㈮…「センセイ
の鞄（川上弘美著）」、2/16㈮…「楢山
節考（深沢七郎著）」、3/16㈮…「あ・
うん（向田邦子著）」いずれも14:30～
16:00 会場 多摩平の森ふれあい館
講師 青木笙

しょうこ
子氏（読書会ナビゲータ

ー）対象 原則全6回参加できる市内
在住・在勤・在学者 定員 15人※申
込多数の場合は抽選。初めての方優
先 申込 8/3㈭～17㈭に電話 問 中央
図書館（☎586-0584）

キャリアアップ講習８月募集科目
募集科目 PHP言語によるWebシス
テム開発（基礎）、ロジカルシンキン
グによる企画書作成、消防設備士（甲
種第4類）受験対策など※それぞれ費
用・定員が異なります。詳細は問い
合わせを 対象 都内在住・在勤で中
小企業に在職中の方※派遣・契約社

市役所1階正面玄関付近 問 都市農業
振興課（☎514-8447）

日野産大豆プロジェクトに参
加しませんか

　安全・安心な日野産大豆を栽培し、
学校給食を通じて子供たちに提供す
ることを目的に活動しています。興
味のある方は、ぜひご参加ください。
活動日 原則毎月第3土曜日 会場 七ツ
塚ファーマーズセンター近くの圃場
申込 都市農業振興課（ sangyo_
nousan@city.hino.lg.jp）へ電話ま

たは メール で。住所、氏名、連絡先を
記 入 問 都 市 農 業 振 興 課（ ☎514-
8447）

菊苗（ポットマム・スプレー
菊）無料配布

日時 8/19㈯9:30か ら 会場・定員（ 公
財）日野市環境緑化協会…先着150
人、JA東京みなみ七生支店…先着
100人、JA東京みなみ平山農産物直
売所…先着125人、旭が丘中央公園
…先着100人、市民陸上競技場…先
着75人 問 同協会（☎585-4740）

　この講習会で8ポイント以上受講終了後、保育援助活動を行うことが
できます。
日時・内容・講師 下表の通り 会場 多摩平の森ふれあい館 定員 30人
申込 8/18㈮までに電話 問 同センターたまだいら（☎589-7616）

日野市ファミリー・サポート・センター保育講習会
～講習会を受講して地域の子育てを応援しませんか

夏休み食育イベント
夏休みの思い出にぜひご参加ください

日時 内容 ポイント 講師

8/28㈪

9:30～10:45 相互援助活動
1

ファミサポチーフアドバイザー
11:00～12:00 日野市の子育て支援 市子ども家庭支援センター長
13:30～15:00 保育の心

1
市立保育園園長

15:15～16:00 参加者交流会 ファミサポアドバイザー

8/31㈭
10:00～12:00 発達に課題のある

子どもの支援 1 松田景子氏（ 臨床発達心理士、
言語聴覚士）

13:30～15:30 子供の発達と病気 2 須賀康正氏（須賀小児科院長）

9/5㈫

10:00～12:00 学童期の生活 1 市児童館館長、市学童クラブ職員

13:30～16:30
安全・事故「普通救命
講習・AED」※テキス
ト代など1,400円

2 日野消防署担当者

9/8㈮
9:30～11:30 地域で支える子育て 1 市子ども家庭支援センター職員

13:00～15:30
私の提供会員活動

1
ファミサポ地区サポーター

ワークショップ・まとめ ファミサポアドバイザー

　三河屋（三沢）の吉野隆雄氏を迎
えて豆腐づくり体験を行います。
日時 8/24㈭10:00～13:30 会場 七 ツ
塚ファーマーズセンター 対象 市内
在住の小学生と保護者 定員 先着10
組20人 費用 1組500円 申込 電話 問
都 市 農 業 振
興 課（ ☎514-
8447）

親子でチャレンジ！豆腐
づくり体験

市学校給食調理員、直伝！〜家
庭で作る日野市の学校給食
日時 8/30㈬10:00～14:00 会場 七 ツ
塚ファーマーズセンター 献立 ルー
から手作りカレーライス、手作り
ドレッシングのサラダ、ヨーグル
トの日野産ブルーベリーソースが
け※アレルギー対応不可対象 小学
4年生以上の市内在住者※小学生以
下は保護者同伴 定員 申込制で先着
12人 費用 1人500円 申込 8/3㈭から
電話 問 学校課（☎514-8749）
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