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代表☎

催 し
趣味・教養

青少年育成会から
大坂上中地区〜ふれあいまつり
日時 7/２3㈯10:00〜1２:00 会場 大坂
上中※雨天の場合は体育館 内容 模
擬店、手作り遊びな　

　ど問 奥住（☎583-
1944）
七生中地区〜夏休みラジオ体操
日時 7/２1㈭〜２6㈫7:10〜7:40※２4㈰
を除く 会場 七生中※雨天の場合は
体育館問 宮下（☎59２-4663※夜間）
三中地区〜さといも観察会「朝露を
集めてはがきに字や絵を描く」　
日時 7/31㈰6:00〜8:00※雨天中止
会場 石坂ファームハウス※直接会
場へ。分からない方は5:40に百草団
地アポロ広場へその他 軽食付き 申
7/２0㈬までに電話問 西山（☎090-
603２-8589）

障害者のための社会交流事業〜
映画鑑賞会「となりのトトロ」
日時 7/8㈮9:50〜11:30 対象 18〜64
歳の身体（車いす可）・知的・精神障害
ある市内在住者、ボランティア 申
7/7㈭までに電話会場・問地域活動
支援センターやまばと（☎58２-3400）

東部会館料理教室
「夏野菜たっぷり！アジア料理」
日時 7/２3㈯9:30〜13:00 定員 申込制
で 先 着２0人 費用 1,000円 申 7/5㈫
9:00から電話会場・問東部会館（☎
583-4311）

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 7/9㈯…鈴木賢二氏、２3
㈯…大平道之氏。いずれも1２:30〜
13:00会場・問 同 ホ ー ル（ ☎585-
２011）

七生亭「かわせみ寄席」〜大
いに笑って福を呼びましょう

日時 7/14㈭18:30〜２0:30 出演 三遊亭
圓窓、三遊亭窓輝（親子会）定員 先
着300人 費用 500円チケット七生公会
堂、ひの煉瓦ホール（市民会館）で販
売会場・問七生公会堂（☎593-２911）

ビジネスステップアップセミナー
日時 8/3㈬18:00〜２0:30 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター）
内容 小規模事業者に役立つ財務の
ポイントを分りやすく解説。起業前
から事業成長支援まで 講師 上田洋
平氏（上田洋平税理士事務所代表）
対象 創業予定の方、事業所などの
経営者 定員 申込制で先着30人
その他 1歳〜未就学児の保育あり※
7/２２㈮までに申し込み 申 産業振興
課（ FAX583-4483 sangyo@city.
hino.lg.jp） へ電話、FAXま たは
メールで。住所、氏名、電話番号を記
入問 産業振興課代表☎

創業スクール
日時 7/30㈯、8/6㈯・２0㈯・２7㈯、
9/10㈯13:00 〜 17:30 会場 PlanT（多
摩平の森産業連携センター） 内容
事業構想、マーケティング戦略、雇
用・資金調達な

ど 講師 創業支援セン
ター TAMA専任講師 対象 創業予定
の方、創業後間もない方 定員 申込
制で先着２0人 費用 5,000円（テキス
ト代）その他 1歳〜未就学児の保育
あり※7/２0㈬までに申し込み 申 産
業振興課（FAX583-4483 sangyo@
city.hino.lg.jp）へ電話、FAXまた
はメールで。住所、氏名、電話番号を
記入問 産業振興課代表☎

キャリアアップ講習
募集科目 介護支援専門員実務研修受
講受験対策、データベース構築法、
JavaScriptなど 対象 中小企業に在職
中の都内在住・在勤者その他 詳細
は問い合わせまたはTOKYOはたら
くネット HP参照 問多摩職業能力開
発センター府中校（☎04２-367-8２04）

普通救命講習
日時 7/２4㈰9:00〜1２:00 内容 心肺蘇
生、AEDなど 定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）申7/4㈪
から電話会場・問日野消防署（☎581-
0119）

子供・保護者向け
日野宿こども発見隊〜夏休
み！親子で調べよう日野用水

日程 7/30㈯ 集合 9:30新東光寺地区

センター、1２:00解散 内容用水に住
む生き物を観察し、図書館の本で調
べる 講師 日野宿発見隊メンバー
対象小学生以上の親子 定員 申込制
で先着２0組 その他 貸出用の網・バ
ケツあ　

　り申7/２7㈬までに電話問日野
図書館（☎584-0467）

夏休み子ども講座〜探検！高幡
不動と勝五郎生まれ変わり物語

日時 7/２4㈰9:15〜1２:30 会場 高幡不
動尊 内容 程久保に伝わる生まれ変
わった少年の話、お墓やゆかりの場
所の見学※お護摩法要あり。希望し
ない方は別プログラムあ

り 講師 勝五
郎生まれ変わり物語探求調査団対象
小学生※保護者・幼児同伴可定員申
込制で先着２5人 申 7/5㈫9:00から電
話問郷土資料館（☎59２-0981）

はじめてママの日〜育児のコツ、
聞いて安心・話してスッキリ

日時 7/２7㈬10:30〜11:30 対象 生後7
カ月児までと保護者 定員 申込制で
先着5組 申 7/1２㈫9:30から電話
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平（☎589-1２60）

みんなで話そう！シングルママ・
パパの集い

日時 7/２3㈯15:00〜16:30 会場・問
地域子ども家庭支援センター多摩平
（☎589-1２60）

子育てサークル・子育て支援グ
ループポスター展〜どんなサーク
ル・支援グループがあるの？

日時・会場 7/２5㈪〜２8㈭…地域子ど
も家庭支援センター多摩平、7/２9㈮
〜 8/1㈪…同センター万願寺 問 同
センター多摩平（☎589-1２60）

ベビーマッサージ〜パパも一緒
にどうぞ

日時 7/30㈯15:00 〜 16:15 対象 生後3
〜 5カ月児と保護者※初めての方優
先 定員 申込制で先着1２組 申 7/14㈭
9:30から電話会場・問地域子ども家
庭支援センター多摩平（☎589-1２60）

こども農業新聞記者募集

日時 ①8/8㈪②19㈮いずれも9:30〜
15:00 内容 ①石坂ファームハウスで
農業体験②市内農業施設の取材※変

催 し 更の場合あり対象 両日参加可能な
小学3〜6年生 定員 申込制で先着8人
費用２,500円（昼食代含む） 申 7/4
㈪9:00〜11㈪に電話 問 都市農業振
興課 代表☎

最終処分場主催〜施設見学
会参加者募集

日程①8/5㈮②19㈮ コース ①ふじみ衛
生組合〜二ツ塚・谷戸沢処分場②西
多摩衛生組合〜二ツ塚・谷戸沢処分
場 対象 小学4年生以上の多摩地域在
住・在勤者※小学生は保護者同伴
費用 1人500円（昼食代）定員 各日40
組80人申 7 /19㈫までに申し込み※
詳細は東京たま広域資源循環組合
HP参照 問 同組合（☎04２-597-615２）

クリーンセンターに見学にきませ
んか「夏休みごみ探検隊」および
最終処分場見学会参加者募集
　いずれも申 7/4㈪から電話問ごみ
ゼロ推進課（☎581-0444）
夏休みごみ探検隊日時 ① 7/２5㈪〜
２7㈬②8/16㈫〜18㈭いずれも9:00〜
11:45 会場 クリーンセンター 対象
①小学1〜 4年生と保護者②小学5・
6年生、中学生※幼児・乳幼児の同
伴不可 定員 申込制で①②合わせて
各日先着40人
二ッ塚最終処分場見学会 日時 8/２4
㈬8:30〜16:00 対象 クリーンセンター
を見学したことがある市内の小・中
学生の親子※過去の同見学会参加者
を除く 定員 申込制で先着19組38人

健康
健康づくり推進員から　
　いずれも問 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 7/15㈮9:30〜11:30会場 心塾（旭
が丘）※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円持ち物上履き、バスタオ
ル、飲み物、タオル、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 7/11㈪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〜健康体操＆交流会「足
腰元気に転倒知らず」
日時 7/２6㈫10:00〜1２:00 会場 落川交
流センター※直接会場へ 講師 市健
康体操サポーターな　

　ど持ち物タオル、
飲み物

地域介護予防活動支援事業〜高齢者が元
気で暮らし続けられる地域を目指して
転倒予防 日時・会場 7/8㈮、8/5㈮
…平山台健康・市民支援センター、
7/２7㈬、8/31㈬…旭が丘南地区セン
ターいずれも13:30 〜 15:00
ストレッチ体操 日時 7/11㈪10:00〜
11:30 会場 鹿島台地区センター
介護予防音楽教室 日時 7/２7㈬10:30
〜11:45 会場 福祉支援センター
　いずれも 対象 65歳以上の方 定員
申込制で先着２0人 申 電話 問 日野
市社会福祉協議会（☎584-1２94）

生活・環境
自然観察会〜さあ夏休みだ、昆虫博
士と夜の雑木林を探検しよう
日程 7/２0㈬※雨天中止 集合 18:30
南平丘陵公園管理棟前、２0:00同所
解散※車での来場はご遠慮を 講師
川那部真氏（昆虫博士） 案内 日野
みどりの推進委員の皆さま 対象 小
学生以下は保護者同伴 費用 1家族
300円（資料代）申 7/19㈫までに電
話 問 緑と清流課 代表☎

日野産農産物を使った手作り
パン教室

日程 7/11㈪・1２㈫10:30〜13:30 会場
七ツ塚ファーマーズセンター
メニューピザな　

　ど 定員 申込制で各日先
着10人 費用 ２,100円申ラ・リュンヌ

（竹内☎090‐7２84‐1947）へ電話
問 都市農業振興課 代表☎

農あるまち日野「みのり處
どころ

」
出張販売

日時 7/14㈭・２8㈭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 代表☎

手作り石けん販売
日時 7/14㈭13:00〜14:00 会場 生活・
保健センター前庭 問 第一生活学校
（☎581-0２65）

（公財）日野市環境緑化協会から
　いずれも申 7/4㈪から電話会場・問
同協会（☎585-4740）
大 菊（ 福 助 ） の 育 て 方 講 習 会
日時 7/２1㈭9:30〜11:30 講師 志村進
一氏（日野市菊友会）その他参加者
には大菊苗を配布定員申込制で先着
40人　
子ども昆虫教室 日時 7/16㈯10:00
〜1２:00 講師 中村芳樹氏（日本甲虫
学会）、森川正昭氏（日野の自然を守
る会）対象 小学生 定員 申込制で先着
15人

日野用水開削450周年記念夏休み体
験学習会〜石田散薬を作ってみよう
　新選組の土方歳三が行商していた
ことでも有名な石田散薬を夏休みの
思い出に親子で作ってみませんか。
日程・集合 ①7/30㈯10:00モノレー
ル万願寺駅改札②8/２7㈯10:00郷土
資料館内容 ①製造道具の見学、ミ
ゾソバの採集・乾燥②石田散薬作り
対象 両日参加できる方 定員 申込制
で先着30人 費用 500円（土方歳三資
料館入館料）申 7/5㈫9:00から電話
問 郷土資料館（☎59２-0981）

　環境かるたで省エネを学び、みんなで力を合わせて大会に
参加しませんか？多くの皆さまの参加をお待ちしています。
日時 9/11㈰9:00〜17:00 会場 市民の森ふれあいホ
ール 対象 市内在住の小学生と保護者 内容 ２人1組
のペア戦カテゴリーＵ8（小学1・２年生）、Ｕ10（小
学3・4年生）、Ｕ1２（小学5・6年生）、家族（小学
生と保護者）定員各3２組その他各1〜3位表彰、敢
闘賞・参加賞あり申 7/4㈪〜２0㈬17:00までに電
話 問 環境保全課 代表☎ ▲真剣な眼差しで読みあげを待つ子供

たち（昨年の様子）

今年はペア戦!! 第2回日野市環境かるた大会


