
印）、12:30京王井の頭線井の頭公園
駅解散※直接集合場所へコース 幸
龍寺（休憩）～稱往院～妙寿寺～専
光寺～高源院～牟礼橋～玉川上水～
宮下橋～三鷹台～神田川（約5㌔）
持ち物 飲み物、雨具、帽子、健康保険証

趣味・教養
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 5/13㈯…長谷川エミ氏、
27㈯…岡田公子氏、斉藤美乃氏（連
弾）。いずれも12:30～13:00 会場・問
同ホール（☎585-2011）

小島善太郎百草画荘（小島善
太郎記念館）開館4周年記念
イベント

　茶室を併設したアトリエ、数々の
遺品を通して、洋画家・小島善太郎
の息づかいを感じていただけます。
ぜひお立ち寄りください。
日時 5/27㈯・28㈰10:00～17:00会場
小島善太郎百草画荘※直接会場へ
内容呈茶のサービス（15:00まで）費用
300円※小・中学生100円問文化ス
ポーツ課（☎514-8462）

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の音曲と落語の会
日時 5/20㈯17:30～20:00 会場 日野宿
本陣 出演 三遊亭圓窓氏（落語）、福
原徹秋氏（篠笛）など 対象 中学生以
上の方 定員 申込制で先着50人 費用
700円※中学生550円 申込 5/3㈷か
ら電話
日野宿本陣閉館時間変更
 5/20㈯は講座開催のため、15:00に
閉館します。
　いずれも問新選組のふるさと歴
史館（☎583-5100）

女性限定講座「傷ついた心の
回復を目指す講座～世間の枠
と私らしさ」
日時 5/20㈯13:30～16:30 会場 多摩平

申込制で各日先着10人費用 2,300円
申込 パン教室ラ・リュンヌ（竹内☎
090-7284-1947）へ電話問 都市農業
振興課（☎514-8447）

手作り石けん販売
日時 5/11㈭13:00～14:00※完売次第
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）

第1回ひの手話まつり～手話
の世界へようこそ
日時 5/20㈯13:00～16:00 会場 七 生
公会堂※直接会場へ 内容 式典、記
念講演、手話パフォーマンスなど
主催 日野市聴覚障害者協会、ひの
手話サークル 問 障害福祉課（☎514
-8485 FAX 583-0294）

日野市ひきこもり対策支援事業
～家族のつどい
　わが子が「学校に行けない」、「就職
しない」、「ひきこもりの状態から社
会参加ができない」など、同じ境遇に
ある家族を対象に、情報交換が行え
る「家族のつどい」を開催します。

日時 5/27㈯14:00～16:00 会場 多摩平
の森ふれあい館 対象 次の全ての要
件に該当する方①ひきこもりの本人
が市内在住②ひきこもりなどの状態
にある子供を持つ家族 定員 申込制
で先着10人 申込 5/19㈮までに電話
または市役所2階セーフティネット
コールセンターへ※詳細は問い合わ
せを 問 セーフティネットコールセ
ンター（☎514-8542）

春の市内一斉清掃
　市では毎年春と秋に自治会、子ど
も会、老人会、商店会、企業、学校
などの協力のもと、市内の道路や公
園などの清掃を行っています。ぜひ
ご参加ください。
日時 5/28㈰9:00～10:00※雨天中止
問 環境保全課（☎514-8298）

しごとセンター多摩の就業支援
　全年齢対象の就職面接会（東村山
市会場）、合同企業説明会（八王子市
会場）など多数あります。詳細は同
センターHPをご覧ください。
問 同センター（☎042-329-4524）

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 5/10㈬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）

普通救命講習
日時 5/21㈰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 5/2
㈫から電話 会場・問 日野消防署（☎
581-0119）

生活・環境
今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売
日時 5/11㈭・25㈭12:00～13:00 会場
市役所1階正面玄関付近問 都市農業
振興課（☎514-8447）

日野産農産物を使った手作り
パン教室
日時 5/16㈫・17㈬10:30～13:30 会場
七ツ塚ファーマーズセンター 定員

子供・保護者向け
三中地区青少年育成会～さ
といも植え付け会
　11月に収穫する里芋の苗を植え付
けます。
日程 5/5㈷※雨天の場合は7㈰ 集合
9:45石坂ファームハウス、11:00解散
※直接集合場所へ 持ち物 飲み物、
帽子、タオル、汚れてもよい靴 問
同会（西山☎090-6032-8589）

平山中地区青少年育成会「み
んなのたまり場～ホッとでき
る居場所」
日時 ①5/13㈯、9/16㈯、平成30年1
/27㈯②6/18㈰、12/2㈯、平成30年
2/24㈯いずれも13:00～15:00※6/18
は午前 会場 ①平山小体育館②滝合
小体育館 内容 バドミントン、こま、
ベーゴマ、手づくりコーナーなど
持ち物 上履き その他 子供と一緒に
遊んでくれる人も募集中 問 同会
（大濱☎591-5977）

「みんなの遊・友ランド」ボ
ランティアスタッフ募集
　「みんなの遊・友ランド」は、障害
のある子もない子も集まって、みん
なで一緒に遊んで友達になろうとい
うイベントです。
　子供と一緒に大きなふうせんで遊
んだり、運営の手伝いをしてくれる
ボランティアを募集しています。
　詳細は市 HPをご覧いただくか、
お問い合わせください。
日時 6/11㈰9:30～16:30 会場 市民の
森ふれあいホール 対象 中学生以上
の方 申込 6/1㈭までに子育て課（
jidouf@city.hino.lg.jp）へ電話また
はメールで 問 子育て課（☎514-8579）

高校生限定！夏の病院職場
体験～市立病院オープンホ
スピタル
日程 7/20㈭・21㈮ 会場 市 立 病 院
対象 高校生 定員 16人※申込多数の
場合は抽選 申込 5/26㈮（必着）まで
に申込用紙（市立病院HPから ダウンロード
可）を〒191-0062多摩平4-3-1市立病

院総務課（ FAX587-3408 h-soumu
@city.hino.lg.jp）へ郵送、ＦＡＸま
たはメールで※詳細は市立病院HP
参照 問 市立病院総務課（☎581-
2677）

ベビーマッサージ～パパも
一緒にどうぞ
日時 ①5/21㈰②27㈯いずれも15:00
～16:00 対象 生後3～5カ月児と保護
者 定員 申込制で各先着12組※初め
ての方優先 申込 ①5/8㈪②11㈭10:00
から電話会場・問 ①地域子ども家庭
支援センター万願寺（☎586-1312）②
同センター多摩平（☎589-1260）

みんなで話そう！シングル
ママ・パパの集い
　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか？これからどうしようか
と悩んでいる方もおしゃべりにいら
してください。お子さまも一緒に参
加できます。
日時 5/28㈰15:00～16:30 会場・問
地域子ども家庭支援センター万願寺
（☎586-1312）

健康
健康づくり推進員
問 健康課（☎581-4111）

第２グループ「明治神宮と代々木
公園のウオーキング～春の小川歌
碑と代々木八幡へ」
日程 5/18㈭※雨天中止 集合 10:00京
王新線幡ヶ谷駅前、14:00小田急線
代々木八幡駅解散※直接集合場所へ
コース 玉川上水暗渠上～明治神宮
～代々木公園（昼食）～代々木八幡
持ち物 弁当、飲み物、雨具、帽子、
健康保険証
第3グループ～笑って元気に！健
康づくりの一里塚！
日時 5/15㈪13:30～15:30会場 大坂上
三丁目都営集会室※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 タオル、飲み物
第4グループ「ウオーキング～新緑
と小京都の風情を漂わす静寂な寺
町・歴史を感じて歩きます」
日程 5/23㈫※雨天中止集合 9:30烏
山区民センター広場（京王線千歳烏
山駅北口から2分。黄色い小旗が目

催 し

コース
日程

※詳細は問い
合わせを

会場 内容 対象 問合せ先

邦楽研究
グループ
和歌紗会

6/4～11月末
(全15回)

落川都営住
宅地区セン
ターなど

琴・三味線・
太鼓の実技
指導

幼稚園～
高校生

森
（☎592-5157）

豊田和装礼法
親子教室

5/27～9/16
(全13回)

多摩平の森
ふれあい館

きものの着
装と礼法
（マナー）を
学ぶ

小学3～
6年生と
保護者

上圷（ｶﾐｱｸﾂ）
（☎583-6776）

日野市南平
和装礼法
親子教室

6/10～9/16
(全13回)

南平西交流
センター

小学4年～
中学生

坂田
（☎594-0360）

日野市東部
和装礼法
親子教室

6/3～9/9
(全13回)

東部会館

小学4年～
中学1年生と
保護者

今野
（☎592-1072）

いけばな
「桃花会」

5/20～12/2
(全10回)

いけばなの
歴史と実技
指導

保育園、幼
稚園年長～
小学6年生

山本
（☎582-0480）

平山地区
伝統文化
いけばな
こども教室

6～12月
(全10回)

平山季
すえしげ
重

ふれあい館 小学生 馬場
（☎584-3829）

いけばな
グループ
「ふあり」

5/27～12/27
(全10回)

落川交流
センター 小学生 北村

（☎592-7526）

日時 5/15㈪18:00～20:00
会場 ひの市民活動支援センター
申込 電話
問 同フェア実行委員会（☎581-6144※土曜・
日曜日を除く9:00～17:00）、市地域協働課（☎
581-4112）

　10/15㈰に市民の森ふれあいホールで「（仮
称）まちづくり市民フェア」を開催します。 
　同フェアは、市内の社会貢献を行う市民団
体の活動を紹介し、体験してもらう祭典です。
　今年も参加する団体を募集し、次の通り説
明会および実行委員会を開催します。地域の
方々、市内で活躍する市民団体と交流しなが
ら、一緒にまちづくりをしませんか。

まちづくり
市民フェア
2017

参加団体募集＆説明会開催

　日本に古くから受け継がれてきた伝統的な文化を体験・習得し
てみませんか。

説明会・実行委員会

伝統文化こども教室

日程・内容 下表の通り 
申込 下表の問合せ先へ電話

催
し

催
し

広報　　　　第1398号 29.5.1 1415 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


