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内容 日野産トマトを使用したデザー
トなど４品の調理・試食
講師 鈴木直美氏（料理研究家）
費用 １千円
定員 申込制で先着２０人
申 ６/３㈬から電話
会場・問 東部会館（緯５８３－４３１１）
 

日時 ７/１１㈯１８：００
から
会場 ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）
定員 申込制で先着
１２０人
費用 ２,０００円（ワンドリンク・軽食付
き）
申 電話
問 文化スポーツ課　代表緯
 

　いずれも申込方法など詳細は日野
市社会福祉協議会 （http：//www.
hinosuke.org/）をご覧ください。
問 日野市ボランティア・センター
（緯５８２－２３１８）
日野市民でつくる防災・減災シンポ
ジウム　日時 ７/１１㈯１３：００～１７：００
会場 市民の森ふれあいホール内容　第
１部…講演「いざという時にどう備
える～阪神淡路大震災の教訓を生か
す」、第２部…「日野市の自主防災会
のトップランナーから学ぶ」
夏の体験ボランティア２０１５
　７/２０㈷～８/３１㈪に市内の福祉施
設・団体などで実施するボランティ
アを募集します。
 

 

日時 ７/１２㈰１４：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 申込制で先着５００人
申 ６/３㈬～２２㈪に電話※４人まで

LIVE Café in赤レンガ～松
尾一彦（元オフコース）LIVE

日野市ボランティア・センター
から

　
HP

無料映画上映会「ぼくたちの
家族」

催
し

受け付け可
問 （一社）日野市勤労者福祉サービ
スセンター（緯５８１－６７１１）
 

日時 ７/２５㈯７：３０～１９：００
会場 東京ディズニーランド（千葉県）
対象・定員 ひとり親家庭で４歳～高
校生の親子…１００人、障害児家庭…１０
世帯（家族以外の介助者１人まで可）
その他 詳細は日野市社会福祉協議会
 （http://hinosuke.org）参照
申 ６/２３㈫（必着）までに〒１９１－
００１１日野本町７－５－２３日野市社会
福祉協議会親子レク係（死sanka 
００４@hinosuke.org）へはがきまた
はEメールで。記入事項など詳細は
問い合わせを
問 同協議会（緯５８２－２３１９）
 

 

　いずれも　問　健康課（緯５８１－４１１１）
第１グループ～みんなで楽しく健康
づくり「青葉繁る七生丘陵を散策し
学食の味を堪能しよう」　日程　６/９
㈫※雨天中止　集合　９：３０平山城址公
園駅、１３：００中央大学（八王子市）解
散※直接集合場所へ　コース　平山城
址公園内散策→平山台健康・市民支
援センター→七生丘陵散策西コース
（約７㌔）　費用　１００円　持ち物　飲み物、

ひとり親家庭・障害児家庭レ
クリエーション

　
HP

健　康
健康づくり推進員から

会員証、健康保険証
第２グループ～神田川沿いを廻るウオ
ーキング　日時　６/１６㈫※雨天中止　集
合　１０：００京王井の頭線高井戸駅改札
口、１２：００明治大学キャンパス前解
散（約５.５㌔）　費用　１００円　持ち物ネーム
カード、飲み物、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　６/１５㈪１３：
３０～１５：３０　会場　新町交流センター※
直接会場へ　内容　健康体操、歌など　
講師　日野市健康体操サポーターな
ど　費用　１００円　持ち物　飲み物、タオル
第４グループ活動～今日も明日も元
気かい・ウオーキング　日程　６/２３㈫
※雨天中止　集合　１０：００京王線飛田給
駅北口、１４：３０京王線東府中駅北口
解散※直接集合場所へ　コース　武蔵
野の森公園→浅間山公園→府中の森
公園（昼食）（約８㌔）　持ち物　弁当、飲
み物、敷物、帽子、タオル、雨具、
健康保険証など
 

日時 ６/３０㈫１０：００～１２：００
会場 生活・保健センター
内容 簡単料理の実演と試食、ロコト
レ（簡単な体操）、お口の体操
講師 鶴田真子氏（管理栄養士）
対象 ６５歳以上の市内在住者
定員 申込制で先着１５人
申 ６/３㈬から電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）

食生活で予防するロコモティ
ブシンドローム

催
し

ＸまたはＥメールで。住所、氏名、
電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

日時・出演 ６/１３㈯…坂下夏淑氏、２７
㈯…川名慎哉氏。いずれも１２：００～
１３：００
会場・問 ひの煉瓦ホール（市民会館）
（緯５８５－２０１１）
 

日時 ６/１４㈰８：２０～１５：００
会場 六小
費用 ２００円
申 ６/８㈪までに四中地区青少年育
成会（死４chu-ikuseikai@goo.jp）
へＥメールで。住所、氏名、電話番
号を記入
問 子育て課　代表緯
 

日時 ６/２３㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー シナモンロールなど
定員 申込制で先着１０人
費用 ２,０００円
申 電話
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
 

日時 ６/２１㈰９：００から
定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 ６/３㈬から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 ６/２７㈯１３：３０～１５：００
会場 万願寺交流センター
定員 申込制で先着４０人
申 ６/４㈭１０：００から電話
問 地域子ども家庭支援センター万
願寺（緯５８６－１３１２）
 

日時 ７/４㈯９：００～１２：００ 

ひの煉瓦ホールロビーお昼の
ミニコンサート

四中地区青少年育成会～ウオ
ークラリー・手作り広場

日野産農産物を使った手作り
パン教室

普通救命講習

いろいろな国の子育てについ
ておしゃべり～聞こう・話そ
う世界のならいごと

東部会館料理教室～話題のリコピ
ンたっぷりトマトづくしのお料理

 

 

　いずれも　会場・問　同温水プール
（緯５８３－５２６６）
初心者のためのドル平こども水泳教
室　日時　①６/１７～７/２２の毎週水曜
日（６/２４は除く）②６/１８～７/１６
の毎週木曜日（６/２５は除く）※いず
れもⒶ１６：００～１７：００Ⓑ１７：００～１８：００
　対象　泳げない小学生　定員　ⒶⒷ各１５
人※申込多数の場合は６/９㈫以降
に通知　費用　７,５００円※入場料別途　申　
６/５㈮（必着）までに〒１９１－００２１
石田１－１１－１東部会館温水プール
へはがきで。住所、氏名、電話番号、
希望曜日・時間、学校名、学年、泳
力を記入
はじめての水中ウオーキング　日時　
６/１９㈮・２６㈮１１：００～１２：００　定員　申
込制で先着７人　費用　２,７００円※入場
料別途　申　６/１２㈮までに電話
カヌー＆着衣泳体験　日時　６/２０㈯
１８：００～２０：４５　講師　赤十字社水上安
全法指導員　対象　小学生以上　定員　申
込制で先着７人　費用　４,０００円※入場
料別途　申　６/１２㈮までに電話
２日間水あそび教室　日時　６/２６㈮・
２７㈯１５：３０～１７：００　対象　小学１・２年
生　定員　申込制で先着１０人　費用　３,５００
円※入場料別途　申　６/３㈬～１２㈮ま
でに電話
 

日時 ６/２８㈰９：３０から
会場 南平体育館
種目 トゥル（型）の部（幼年、小・
中学生、壮年）、マッソギ（組手）の
部（小・中学生、壮年）、トゥル団体
の部（３人による団体戦）
対象 市内在住・在勤・在学者、テコ
ンドー協会会員
費用 １,０００円
申 ６/２６㈮までに申し込み※詳細は
要項（市役所３階文化スポーツ課、
市民陸上競技場、南平体育館にあ
り。市 からダウンロード可）参照
問 日野市テコンドー協会（関本緯
５８１－８７３３）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき
教室参加者募集

市民体育大会～テコンドー競技

　
HP

 

 

日時 ６/９㈫９：５０～１１：３０
対象 １８～６４歳で身体（車いす可）・知
的障害のある市内在住者
申 ６/８㈪までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ６/１１㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭吉窓、三遊亭圓窓
定員 申込制で先着３００人
費用 ５００円
申 ひの煉瓦ホール（市民会館）、七生
公会堂で販売
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時 ６/１１㈭１３：３０～１６：３０
会場 新町交流センター※直接会場へ
内容 おおむね１０社参加予定
その他 当日１０：００から面接対策直前
セミナー開催
持ち物 履歴書（希望の企業数分）
問 同センター（緯０４２－３２９－４５２４）
 

日時 ６/８㈪１９：００～２０：３０
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 情報運用、育成講座プログラム
の紹介、昨年度作品紹介
講師 榎田竜路氏（合同会社アースボ
イスプロジェクト代表）
定員 申込制で先着５０人
申 産業振興課（死sangyo@city.hi
no.lg.jp）へＥメールで。住所、氏
名、電話番号、企業名を記入
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ６/５㈮１９：００～２１：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 創業体験談、トークセッション
講師 長田達雄氏（ブロードデザイン
㈱代表取締役）
対象 創業予定、創業後間もない方
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、ＦＡ

趣味・教養
地域活動支援センターやまば
とから～映画鑑賞会「プリン
セスと魔法のキス」

七生亭「かわせみ寄席」

しごとセンター多摩合同就職面接会

魅力発見隊育成講座プレセミナー

ノウハウとアイディアを活か
した創業

　藝術文化の薫るまちコンサート
「第九＆クリスマスキャロル」の
合唱団員を募集します。
問 市民会館藝術担当　代表☎　（内線
７７１１）
初回練習…日時　７/１２㈰９：００から
会場　新町交流センター　内容　「第
九」、「ふるさとの四季」　講師　泉智
之氏（合唱指導）、松島弥生氏（ピア
ノ）　定員　２００人　費用　参加費１２,０００
円、年会費１,０００円、楽譜代実費　申　

〒１９１－８６８６日野市文化スポーツ
課市民会館藝術担当へ往復はがき
で。往信用裏面に住所、氏名、電
話番号、生年月日、希望パート、
第九の経験を、返信用表面に住
所、氏名を記入
本番…日時　１２/２０㈰１５：００から　会場
　ひの煉瓦ホール（市民会館）
プログラム　「ふるさとの四季」、「ク
リスマスキャロル」、「第九交響曲」

合唱団員募集
第九＆クリスマス
キャロル


