
日時 5/13㈯10:00～16:00※最終受付は15:00 受付場所 日
野駅東口広場、日野宿本陣、甲州街道駅のいずれか
スタンプ設置場所 坂下地蔵尊、とんがらし地蔵、八坂神社、
日野煉瓦橋、日野銀行跡、宝泉寺、大昌寺など16カ所費用
300円（台帳込み）問 日野図書館（☎584-0467）

　第20回ひの新選組まつり初日にスタンプ
を集めながら、チェックポイントを巡りま
す。この時だけの特製大型スタンプです。

スタンプラリー in
日野宿2017

民陸上競技場にあり）を〒191-0011
日野本町7-12-1市民陸上競技場内日
野市体育協会事務局（ FAX 582-5770）へ
FAXまたは郵送 問 日野市ターゲッ
ト・バードゴルフ協会事務局（甲野
☎090-1844-4239）

山歩きの会～浅間尾根
日程 4/25㈫ 集合 7:40立川駅青梅線
ホーム先頭車両付近、16:00五日市
線武蔵五日市駅解散 距離 9㌔（約4
時間20分）費用 500円※交通費別途
申込 平山台文化スポーツクラブ（☎
FAX506-9979 hirayamadai@hop.
ocn.ne.jp）へ電話、FAXまたはメ
ールで。住所、氏名、連絡先を記入
問 同クラブ（☎506-9979）

日野市民体育大会
総合開会式
　どなたでも観覧できます。
日時 4/23㈰10:00～11:30 会場市民の
森ふれあいホール※直接会場へ
内容 式典、アトラクション その他
手話通訳あり 問 文化スポーツ課
（☎514-8465）
ターゲット・バードゴルフ競技
日時 5/25㈭9:30～16:00※雨天の場
合は6/1㈭会場 多摩川グラウンド
内容 18ホールストロークプレイ、
男女別ハンディキャップ戦（新ぺリ
ア方式）、ショットガン方式 対象 市
内在住・在勤・在学者費用 500円
申込 5/18㈭までに申込書（市役所3
階文化スポーツ課、南平体育館、市

子供・保護者向け
図書館おはなし会
高幡図書館(☎591-7322)
日程 5/10㈬・17㈬
中央図書館(☎586-0584)
日程 5/10㈬・25㈭
多摩平図書館(☎583-2561)
日程 5/11㈭（ひよこタイム）・24㈬
平山図書館(☎591-7772)
日程 5/18㈭（ひよこタイム）
百草図書館(☎594-4646)
日程 5/26㈮
　いずれも対象 0～2歳児、3歳～未
就学児、小学生以上のいずれか
その他 ひよこタイムは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は各館に問い合わせまたは
図書館 HP 参照

参加型＆体験型ワークショップ
「ACTすこやか子育て講座」
　アメリカ心理学会が開発した育児
プログラムを基に、親子の感情を丁
寧に扱い、自分自身を理解すること
で子育てが楽になることを実感でき
る講座です。
日時 5/30～7/4の毎週火曜日9:30～
11:30※5/30は9:15～11:45 会場 多摩
平の森ふれあい館 講師 ACTファシ

リテーター 対象 0～8歳児の保護者
定員 申込制で先着16人 費用 1,200円
（茶菓子代）その他1歳6カ月～未就学
児先着16人の保育あり 申込 4/24㈪
10:00から市民サポートセンター日
野（☎583-1528）へ電話 問 子ども家
庭 支 援 セ ン タ ー（ ☎599-6670）

健康
講演会「子どもの食物アレル
ギー」
日時 5/27㈯13:30～15:00 会場 生活・
保健センター 内容 子供の食物アレ
ルギーについて、専門医が分かりや
すくお話し※講師への事前質問を受
け付けます。詳細は問い合わせを
講師 成田雅美氏（国立成育医療研究
センターアレルギー科医員）対象 乳
幼児～小学生の保護者、妊娠中で安
定期の方、子育て支援に携わる方
定員 先着50人※1家庭1人まで。市
民優先 その他 お子さま連れの入場
は不可。1歳6カ月～未就学児先着5
人の保育あり※電話申し込み 申込
4/17㈪から電話 問 健康課（☎581-
4111）

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「新緑の多摩丘陵ウオーキン
グ、東京薬科大学にも行ってみよう」
日程 5/9㈫※雨天中止 集合 9:30京王

線長沼駅、13:30平山城址公園駅解
散※直接集合場所へ距離 6㌔（4時
間）費用 100円 持ち物 飲み物、雨具、
帽子、健康保険証、会員証（お持ち
の方）、弁当※昼食は東京薬科大学
の学食の利用可
ウオーキンググループ～小金井公
園で桜を愛でる
日程 5/10㈬※雨天中止 集合 9:30西
武多摩湖線・拝島線萩山駅改札口、
12:30小金井公園解散※直接集合場
所へ コース 武蔵野の路(狭山・境
コース)～日本一丸ポスト～小平グ
リーンロード～あじさい公園～小平
ふるさと村～たけのこ公園（7㌔）
費用 100円 持ち物 飲み物、雨具、帽
子、健康保険証

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
問 同プール（☎583-5266）

ラクに長く泳ごう！平泳ぎ＆バタフ
ライ教室
日程 5/25㈭～27㈯18:00～19:00 会場
同プール 対象 平泳ぎまたはバタフ
ライで25㍍泳げる小学3～6年生定員
申込制で先着7人費用 4,500円※入場
料別途 申込 4/18㈫から電話
骨盤なめらか体操教室
日時 5/6～27の毎週土曜日11:00～12:
00 会場 同館 定員 先着10人費用 5枚
5,400円のチケット購入制

催 し

日時 内容 ㌽ 講師

5/17(水)

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 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

5/19(金）
10:00～12:00 学童期の生活 1 市児童館館長、

学童クラブ職員

13:30～15:30 発達に課題の
ある子供の支援 1 松田景子氏 (臨床発達心理士、

言語聴覚士)

5/25(木)
9:00～12:00

安全・事故「普通救
命講習・AED」
※1,400円(テキスト代など)

2 日野消防署

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）

5/26(金）

9:30～11:30 地域で支える
子育て 1 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

4/27㈭～30㈰

　4/27㈭～30㈰にさまざまな催しが高幡不動尊で行
われます。詳細は高幡不動尊HPをご覧ください。

問 高幡不動尊（☎591-0032）、日野市観光協会（☎
586-8808）

▶柳家花緑の落語会 日時 4/28㈮ 15:00から
▶五重塔最上階拝観 日時 4/28㈮10:00～16:00
▶記念講演「享徳の乱における分倍河原合戦～上杉憲
顕の討死と高幡不動での供養」 日時 4/29㈷14:00から
講師 峰岸純夫氏(東京都立大学名誉教授)
▶地元愛好会による神輿練り 日時 4/29㈷12:30から
▶がらくた市（骨董市） 日程 4/29㈷
▶記念講演「現代社会と仏教の行方」 日時 4/30㈰ 
14:30から 講師 宮崎哲弥氏(評論家)

春季大祭国宝まつり

　平成25年、日野産野菜を使った
「ひののめぐみ焼きカレーパン」（「日
野わーく・わーく」作成）が「ニッポ
ン全国ご当地おやつランキング」で
準グランプリを獲得しました。これ
を契機に、農業者、観光協会、商
工会などの市内団体と連携し、「焼
きカレーパン」によるまちおこしを
進めています。現在、市内9店舗の
パン屋さんが賛同しています。随時
加盟店を募集しています。
問 観光振興課（☎514-8461）

「日野にはうまい
焼きカレーパンが
ある！！」加盟店募集

日時 5/21㈰9:00～18:30
会場 若宮神社（東豊田）
対象 市内在住の小学生
申込 5/7㈰までに申込用紙（4月中
旬に市内小学校で配布）を日野青
年会議所（ FAX 587-3225）へ FAXま
たは同会議所HPから申し込み
問 日野青年会議所（☎582-2882）、
市企画経営課（☎514-8047）

　子供たちが本気で切磋琢磨することで、豊かな
心を育んでもらうことを目的として、わんぱく相
撲日野場所を開催します。男女優勝者（小学4～ 6
年生）は6/25㈰に東久留米市で開催する東京都大会
に出場。また、ボランティアスタッフも募集して
います。地域の皆さまのご協力をお願いします。 

第5回わんぱく相撲
日野場所 豊かな心を育もう

　ファミリー ･サポート･センターは、育児や家事の援
助をしてほしい方(依頼会員)と援助をしたい方（提供会
員）が、相互に助け合う有償ボランティア組織です（登
録料無料）。
　提供会員になりたい方を対象とした保育講習会を下
表の通り開催します。この講習会で8ポイント以上受講
すると、保育援助活動を行うことができます。

講習会を受講して地域の子育てを応援しませんか

日野市ファミリー・
サポート・センター
保育講習会のご案内

会場 福祉支援センター 定員 申込制で先着30人申込
5/10㈬までに電話 問 市ファミリー・サポート・センタ
ーたかはた（☎599-7616）

広報　　　　第1397号 29.4.15 1617 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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