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代表☎

催 し
　経験者、未経験者でも楽しめるイ
ベントです。「バスケをやったこと
がない」。そんなみんなも集まれ！
日時7/23㈯10:00〜15:00
内容バスケットボールのアクティビ
ティー、クイズラリー、ワーク
ショップ、足型測定、指導者講習会
対象小学生以下のお子さま※未就学
児は保護者同伴
持ち物室内シューズ
その他大人向け講習会あり。詳細は
問い合わせを
会場・問 市民の森ふれあいホール
（☎584-2555）

ちょこっとウオーキング～よさこい
祭へみんなで一緒に歩きましょう

日程 7/31㈰
集合10:00生活・保健センター※直
接集合場所へ。雨天実施
コース 日野ゴルフ練習場〜神明野
鳥の森公園〜黒川清流公園〜多摩平
の森ふれあい館※約4㌔
持ち物 雨具、飲み物
問 文化スポーツ課 代表☎

東部会館温水プールから
会場・問 同プール（☎583-5266

※9:30〜20:30）

クロール&平泳ぎ集中講座
日時 8/11㈷〜13㈯18:00〜19:00
対象 50㍍泳げる小学生
定員 申込制で先着7人
費用 4,500円※入場料別途
申込 7/20㈬〜 8/3㈬に電話
からだにラクラク～水中ウオーキン
グ＆水中運動
日時 8/5〜26の毎週金曜日Aコース
10:00〜11:00 Bコース13:00〜14:00
定員 各コース20人
費用 5枚5,400円のチケット購入制※
入場料別途

東京都・日野市共催～夏休み親子実
験講座「甘さのふしぎ！～ジュース
と冷たいお菓子で調べよう」

　暑い日においしい冷たいジュース
やアイスキャンディー。実は予想以
上にたくさんの砂糖が入っていま
す。この講座では「糖度計」を使っ
て砂糖の量を調べたり、飲み物につ
いている「表示」の見方や決まりに
ついて学びます。
日時 8/20㈯10:00〜12:00
会場 生活・保健センター
講師 澤木佐重子氏（コンシューマ
ー技術教育研究会）
対象 市内在住の小学3〜6年生と保
護者
定員 申込制で先着10組
費用 1人50円※当日徴収
その他 1歳児以上の保育あり※8/5
㈮までに電話
申込 7/19㈫から電話
問 地域協働課(☎581-4112) 

スポーツ
夏休みラジオ体操

日時 前期7/21㈭〜25㈪、後期8/22㈪
〜26㈮いずれも6:25から
会場 平山台健康・市民支援センタ
ー※直接会場へ
その他 前 期・後期の最終日に参加
者全員に参加賞あり
問 平山台文化スポーツクラブ（☎
506-9979）

日野市民体育大会①児童水泳
記録会②水泳競技

日時 8/28㈰①9:00から②10:45から
会場 市民プール
種目 ①自由形、平泳ぎ各25㍍②小・
中学生、30・40・50歳以上、一般の
部で各種目※①②とも1人2種目以
内。リレーを除く
対象 ①市内在住の小学生②小学生
以 上 の 市 内 在 住・ 在 勤・ 在 学 者
費用 ①1人1種目100円②1種目300円、
リレー 1種目1,000円※申し込み時に
徴収
申込 8/5㈮14:00〜20:00、8/6㈯10:00
〜15:00に生活・保健センターへ
問 ①日野市水泳連盟（馬場☎582-
0005月曜〜金曜日9:00〜18:00）②日
野市体育協会（☎582-5770）

パソコン講習会（8月）
日時・内容・費用 下表の通り
対象 ①以外は文字入力ができる方
その他 3人から開講。個人指導あり。
詳細は問い合わせを
申込 7/22㈮（ 必 着 ）ま で に 〒191-
0011日野本町2-4-7日野市シルバー
人材センター PC教室係へ はがき で。
希望講座名と番号、住所、氏名、電
話番号、OS（分かる方）を記入
会場・問 同センター（☎581-8171）
■パソコン講習会

子供・保護者向け
一中地区青少年育成会～ふ
れあいデイキャンプ

日程 7/23㈯10:00〜14:00※小雨実施
会場 仲田の森蚕
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公園※直接会場へ
内容 シャボン玉、木工作、ロープ
遊びなど
費用 200円（保険料など）※当日徴
収
持ち物 豚汁用食器、コップ、箸、
おにぎり、帽子、タオル、軍手、虫
よけ、着替え（必要な場合）
問伊野（☎587-1419）

図書館夏休みおはなし会（8月）

高幡図書館（☎591-7322）日程 3㈬
中央図書館（☎586-0584）日程10㈬・
25㈭
多摩平図書館（☎583-2561）日程 18
㈭（ひよこタイム）・24㈬
平山図書館（☎591-7772）日程 18㈭

（ひよこタイム）
百草図書館（☎594-4646）日程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 詳細は各館に問い合わせ、
または図書館 HP 参照

記念行事・フェスタ・複合イベント
マルシェひらやま（平山農産物直
売所）オープン6周年記念セール

日時 7/29㈮9:00〜14:00※ 売 り 切 れ
次第終了
会場 同直売所
内容 農産物の特売・試食など
問 ＪＡ東京みなみ七生支店（☎5　
91-2012）

浅川水再生センター施設公開～
夏フェスタ２０１６

日時 7/22㈮10:00〜14:00
内容 施設見学、工作教室など
その他 来場者に記念品贈呈
会場・問 同センター (☎581-9787) 

憲法記念日行事講演会「知って
おきたい成年後見制度」

日時 7/31㈰10:00〜12:00
会場 中央公民館※直接会場へ
内容 成年後見制度の概要と活用方法
講師 小池孝範氏（東京弁護士会）
問 市長公室市民相談担当 代表☎

宝探し in HINO ～ミッションを
クリアして宝をゲット！

　受付場所の3カ所でミッションを
クリアしながら、七ツ塚ファーマー
ズセンターや七ツ塚公園のゴール地
点を目指します。ゴール地点でもら
える宝は、クリアしたミッションの
数で変わります。ゴールでは、ブル
ーベリー摘み取り体験、ＴＯＹＯＤ
Ａ　ＢＥＥＲ、採れたて野菜、日野
産鮎のバーベキューなど盛りだくさ
ん！
日時 8/7㈰9:30〜17:00※荒天の場合
は14㈰。12:00までに受け付け
受付場所 日野宿本陣、高幡不動尊、
黒川清流公園
対象 小学生以下は保護者同伴
定員 200人
持ち物 カメラやスマートフォン※
ミッションをクリアするために使用
申込 8/4㈭までに申込用紙を日野青
年会議所（ FAX 587-3225）ＦＡＸま
たは同会議所 HP の参加フォームか
ら申し込み

問 同会議所(☎582-2882）、市企画
経営課 代表☎

生活・環境
障 害 者 の た め の イ ベ ント

「ゲートボール」
日時 7/22㈮ 9:30〜11:30
対象 身体(車いす可)・知的・精神
障害の市内在住者、付き添いの方
会場・問 地域活動支援センターや

まばと（☎582-3400）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

日時 7/24㈰14:00〜16:00
会場 関戸公民館（多摩市）※直接
会場へ
内容 大切な人を自死で亡くされた方
が集い、気持ちや思いを分かち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー 代表☎

日野産野菜を使った飾り巻
きすし教室

日時 7/25㈪10:30〜13:00
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 桃の花、カエルの寿司
定員 申込制で先着10人
費用 3,000円
申込 7/19㈫からラ・リュンヌ(竹内
☎090-7284-1947)へ電話
問 都市農業振興課 代表☎

ポットマム・スプレー菊の
育て方講習会

日時 8/4㈭9:30〜11:30
会場 緑化交流センター
講師 志村進一氏（日野市菊友会）
定員 申込制で先着40人
申込 7/19㈫から電話
問 日野市環境緑化協会（☎585-4740）

女性限定「ＤＶ・いじめなどトラ
ウマからの回復を目指して～傷つ
いた経験を力に変えませんか」

日時 8/20 (土)14:00〜16:00
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
テーマ トラウマに対するツール
講師 吉川しおり氏（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 1歳〜未就学児の保育あり※

8/10㈬までに電話
問 男女平等課（☎584-2733）

生ごみ処理器～ダンボール
コンポスト使い方講習会

日時・会場 8/10㈬多摩平交流センタ
ー、9/6㈫イオンモール多摩平の森
イオンホールいずれも14:00〜15:30
※直接会場へ
内容 ダンボールコンポスト紹介、
使い方の実演
問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

趣味・教養
郷土資料館企画展「七生丘
陵ハイキングコース今・昔」

　昭和30年代、丘陵地域のハイキン
グコースは、多くの人々が訪れにぎ
わいを見せていました。今回は、緑
豊かな丘陵の魅力を時代を追って紹
介します。
日時 7/16㈯〜10/23㈰9:00〜17:00※
月曜日休館。月曜日が祝日の場合は
開館し、火曜日休館
会場・問 郷土資料館（☎592-0981）

落語・三遊亭鳳志～亭
て い ご

午の夜の
小話「牡丹燈籠など」

日時 7/27㈬14:30から
定員 申込制で先着100人
費用 1,500円※学生・80歳以上・障害
のある方1,000円、小学生以下500円
申込 電話
会場・問 勤 労・ 青 年 会 館（ ☎586-
6251）

番号・講座名 日時 費用

① パソコン入門・ 
Ｗｏｒｄ入門

8/5～26の
毎週金曜日
10:00～12:00

各
6,000円

② Ｗｏｒｄ基礎・
応用

8/6～27の
毎週土曜日
13:00～15:00

③ Ｅｘｃｅｌ入門・
基礎

8/21～9/11の
毎週日曜日
10:00～12:00

④ インターネット 8/13㈯・20㈯
10:00～12:00 3,000円

⑤ウイルス対策 8/27㈯
10:00～12:00 1,500円

ふれあいホール～
バスケキッズフェスティバル


