
子ども読書活動推進事業「としょ
かんおはなしピクニック2016」

日時4/24㈰10：00 ～ 15：00
会場イオンモール多摩平の森イオン
ホール
内容市内在住作家おおぎやなぎちか
氏による講演会（要申込）、ヤング
スタッフによる本紹介、工作コー
ナー、子供と保護者向け読書イベン
トなど※詳細は図書館HP参照
問中央図書館（☎586-0584）

ACTすこやか子育て講座
参加型＆体験型ワークショップ

　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
ることが実感できる新しいタイプの
講座です。
日時5/20㈮・27㈮、6/3㈮・9㈭・
17㈮・23㈭9：30 ～ 11：30※20
㈮は12：00まで
会場中央福祉センター
講師ACTファシリテーター
対象0 ～ 8歳児の親または養育者
定員申込制で先着16人
費用1,200円（お茶菓子代）
持ち物コップ（お茶用）
その他1歳6カ月～未就学児先着16
人の保育あり
申4/25㈪9：30から子ども家庭支
援センター申込専用受付（☎599-
6672）に電話
問子ども家庭支援センター （☎599-
6670）

図書館おはなし会（5月）
▶高幡図書館（☎591-7322）
日程11㈬・18㈬
▶中央図書館（☎586-0584）
日程11㈬・26㈭
▶多摩平図書館（☎583-2561）
日程12㈭（ひよこタイム）・25㈬
▶平山図書館（☎591-7772）
日程19㈭（ひよこタイム）
▶百草図書館（☎594-4646）
日程27㈮
　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をご覧ください。

「日野市地区青少年育成会」総会
にご参加を～運営会員も募集中

　中学校区ごとに組織される地区青
少年育成会は、子供たちが健やかに
育つことを願い、地域ぐるみで青少
年の育成について考え、活動してい
ます。関心のある方は総会や今後の
活動にぜひご参加ください。
日時下表の通り
会場各中学校食堂※三中のみ高幡台
団地74号棟集会所
問子育て課代表☎

趣味・教養
4月の自然観察会～晩春の雑
木林を散策しよう

日程4/23㈯※雨天中止
集合9：30京王線多摩動物公園駅前
集合、12：30多摩動物公園正門前
解散
内容駅から程久保の雑木林を通り、
都立公園内で春咲く草花を観察
案内日野みどりの推進委員の皆さま
費用300円（資料代）
持ち物飲み物※歩きやすい服装
その他小学生以下は保護者同伴
申4/22㈮までに電話
問緑と清流課代表☎

ガーデニングコンテスト
参加者募集

　自宅の庭やベランダの丹精込めた
ガーデニングをコンテストで発表し
てみませんか？
審査１次・写真審査、２次・現地審
査※5月中旬～下旬
申4/18㈪～ 5/11㈬に写真（平成
27年6月以降撮影したA4サイズで

3枚以内）と応募票を〒191-0016
神明2-13-1日野市環境緑化協会へ
郵送または持参※詳細は実施要領

（市役所1階市民相談窓口、七生支所、
豊田駅連絡所、同協会にあり）参照
▶写真展～ガーデニングコンテスト
応募写真を展示 
日時5/24㈫ ～ 6/7㈫8：30 ～ 17：
00※日曜日を除く。6/7㈫は15：
00まで
会場市役所1階市民ホール
いずれも問同協会（☎585-4740）

勝五郎生まれ変わり物語探求調
査団公開講演会「子供の魂の行
方～生まれ変わりと六

ろく

道
どう

輪
りん

廻
ね

」
日時5/15㈰14：00 ～ 16：00
会場郷土資料館
講師田村正彦氏（明治大学・大東文
化大学講師）
定員申込制で先着30人
申4/17㈰から電話
問同館（☎592-0981）

高幡不動尊春季大祭国宝まつり
　4/27㈬～ 29㈷の期間中、さま
ざまな催しを開催します。
▶記念講演「お不動さまに救われた
時」 日時4/27㈬13：00から 講師 伊
佐栄豊氏（延壽院住職）
▶五重塔最上階拝観 日時4/28㈭
10：00 ～ 16：00
▶奉納演芸～落語会 日時4/28㈭
15：00から出演柳家花緑
▶記念講演「三つの平山氏～横山系・
日奉系・高麗系」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）
　いずれもその他催しなどの詳細は
問い合わせを 会場・問 高幡不動尊

（☎591-0032）

パソコン講習会（5月）
①パソコン入門、Word入門 日時
5/7 ～ 28の 毎 週 土 曜 日10：00 ～
12：00費用6,000円 ②Word基 礎・
応 用 日時5/6 ～ 27の毎週金曜日
10：00～12：00 費用 6,000円③
Excel入門・基礎 日時5/21～6/11の
毎週土曜日13：00～15：00 費用
6,000円④Excel応用 日時5/22㈰・
29㈰10：00～12：00費用3,000円⑤
インターネット 日時 5/7㈯・14㈯
13：00～15：00費用3,000円

催 し 　いずれも対象①以外は文字入力が
できる方 定員3人から開講 申4/22
㈮（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）

健康
健康づくり推進員ウオーキン
ググループ活動「新緑の多摩
市で公園を巡る」

日程5/11㈬※雨天中止
集合9：30京王線聖蹟桜ヶ丘駅改札
口、12：00永山北公園(小田急線・
京王線永山駅付近)解散※直接集合
場所へ
コース九頭龍公園～多摩川大栗川合
流点～大谷戸公園～桜ヶ丘公園～多
摩東公園～永山南公園（8キロ）
費用100円
持ち物飲み物、雨具、帽子、健康保
険証
問健康課（☎581-4111）

生活・環境
自死遺族支援事業「日野市・
多摩市わかち合いの会」開催

日時4/24㈰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した方が
集い、気持ちや思いをわかち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー代表☎

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4/27㈬…南平駅西交流
センター、5/18㈬…東町交流セン
ターいずれも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）

春の野菜苗即売会
日時4/29㈷・30㈯9：00 ～ 12：00
※小雨実施。売り切れ次第終了
会場JA東京みなみ七生支店（三沢）
問都市農業振興課代表☎

市民によるコミュニティ再生
を考える～地域のつながりが
あれば災害に負けない

　地域のつながりが強いほど災害時
の共助はうまくいきます。
　災害に負けないコミュニティーに
ついて考えるため、災害時に地域コ
ミュニティーが果たした役割の事例
に基づく講演会を開催します。
日時5/11㈬18：00 ～ 20：00 
会場ひの煉瓦ホール(市民会館)
講師森反章夫氏(東京経済大学現代
法学部教授・災害復興研究所所長)
対象 自治会活動・自主防災活動を
行っている市民、市内のNPO法人
など
定員申込制で先着200人
申5/6㈮までに地域協働課（　 581-
4221）へ　 または電話で。氏名、
連絡先を記入
問地域協働課（☎581-4112）

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」

　自分の傷つきと向き合い、自分を
大切にすることを一緒に考える連続

講座。5月のテーマは「世間の枠」
と私らしさです。
日時5/21㈯14：00 ～ 16：00
会場多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
講師吉川しおり（レジリエンスファ
シリテーター養成講座終了）など
費用500円（資料代）
その他1歳～未就学児の保育あり※
5/11㈬までに申し込み
問男女平等課（☎584-2733）

2016年度春JICAボランティ
ア「体験談&説明会」

　開発途上国において技術系・医療
系・教育系・農場系・スポーツ系な
どさまざまな職種で活躍するJICA
ボランティアの制度や内容について
説明会を行います。
日時4/21㈭19：00 ～ 21：00
会場八王子市学園都市センター※直
接会場へ
問JICA青年海外協力隊事務局募集
課（☎03-5226-9813）

東京都子育て支援員研修（第
１期）受講者募集

　保育や子育て支援分野の各事業に
従事する上で必要な知識や技能など
を有する「子育て支援員」の養成研
修（地域保育、地域子育て支援、放
課後児童、社会的擁護の各コース）
です※詳細は東京都福祉保健財団
HP、東京都HP参照
問（公財）東京都福祉保健財団（☎
03-3344-8533）

子供・保護者向け

地区名 日時 問合せ先

一中 5/13㈮
18:30から

伊野
（☎587-1419）

二中 4/16㈯
17:30から

大山
（☎582-3465）

七生中 5/13㈮
19:00から

宮下
（☎592-4663夜間）

三中 4/25㈪
19:00から

中澤
（☎070-6579-2371）

四中 4/26㈫
19:00から

田村
（☎582-0721）

三沢中 5/13㈮
18:30から

大貫
（☎585-0539）

大坂上中 4/21㈭
18:30から

奥住
（☎583-1944）

平山中 4/27㈬
18:30から

鈴木
（☎586-9567）

日時 4/23㈯～7/10㈰
9：00～17：00※月曜日
休館
会場郷土資料館
内容小学６年生の歴史の
授業に合わせ、市内の遺
跡から出土した遺物を紹
介。縄文時代の土偶や土
製ビーズ、古代の鍵な
ど、未公開の珍しい資料
を展示
問同館（☎592-0981）

FAX
FAX

郷土資料館企画展  どっき土器展
初公開　万願寺・石田・上田の出土遺物

催
し

催
し

広報　　　　第1373号　28.4.15 1617 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎




