
催 し
健康

健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

第2グループ～百草八幡と程久保川
の八重桜  1007981ID
日程 4月19日 ㈭ ※ 雨 天 中 止 集合 
10:00福祉支援センター、14:30同所
解散※直接集合場所へ コース 百草
台自然公園～百草神社～落合交流セ
ンター（9㌔） 費用 100円 持ち物 雨具、
飲み物、帽子、健康保険証、弁当
第3グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚  1007984ID

日時 4月16日㈪10:00～12:00 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 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～今日も明日も元気か
い・ウオーキング  1007986ID

日程 4月24日㈫ 集合 9:30福祉支援セ
ンター、12:00程久保川玉川橋付近
解散※直接集合場所へ コース ねん
も公園～滝の上公園～百草台自然公
園～八幡下公園～百草ファーム～百
草切り通し～神明神社～河内公園（5
㌔※坂と階段あり） 持ち物 新ウオー
キングマップ⑥と⑬（お持ちの方）、
飲み物、雨具、帽子、健康保険証
ウオーキンググループ～廃線跡の遊
歩道を歩き小金井公園の桜を愉しむ
 1007987ID

日程 4月11日 ㈬ ※ 雨 天 中 止 集合 
9:30JR中 央線武蔵境駅改札口、
12:00小金井公園解散 コース 堀合遊
歩道～グリーンパーク緑道～武蔵野
中央公園～千川上水～狭山・境緑道
（7㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、雨
具、帽子、健康保険証

ミニ楽・楽トレーニング体操
募集（5月～平成31年3月）
 1006991ID

日時・会場・定員 右上表の通り※申
込多数の場合は抽選 内容 日野市健
康体操サポーターによる操体法（体
の歪みを整える）を基本とした筋力
トレーニング体操。おおむね月2回
で全20回 対象 18歳以上の市内在住・
在勤者※さわやか健康体操、悠々元

気体操、楽・楽トレーニング体操と
併せての申込不可 費用 1,000円 申込 
4月10日㈫（必着）までに〒191-0011
日野本町1-6-2生活・保健センター
内健康課「ミニ楽・楽トレーニング
体操係」へ 往復はがき  で（1人1通。夫婦
で同一コースを希望される場合は1
通で可）。往信用裏面に第1希望と第
2希望のコース番号、住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、年齢、性別、
電話番号を、返信用表面に住所、氏
名を記入※結果は4月下旬に通知予
定 問 健康課（☎581-4111）
コース
番号 会場 日時 募集

人数

① 生活・保健センター
内サポートルーム
輝
（日野本町1-6-2）

第1・第3水曜日
10:00～11:30 30人

② 第2・第4水曜日
10:00～11:30 30人

③ 平山交流センター
（平山5-18-2平山季

すえ

重
しげ
ふれあい館）

第1・第3金曜日
13:30～15:00 40人

④ 第2・第4金曜日
13:30～15:00 30人

⑤
七生福祉センター
（旧七生支所）
（三沢3-50-1）

第2・第4水曜日
13:30～15:00 30人

⑥
七ツ塚ファーマー
ズセンター
（新町5-20-1）

第2・第4月曜日
10:00 ～ 11:30 30人

※会場の都合により不定期になることがあります

趣味・教養
日野宿楽市楽座文化講座～江
戸学講座 1008135ID

落語教室 日時 4月4日㈬・18日㈬
18:00～21:00 講師 三遊亭圓窓（噺家） 
定員 先着10人 費用 1回2,500円
連句体験  日時 4月28日㈯13:00～
17:00 講師 二上貴夫氏（NPO法人座・
其角主宰） 定員 先着20人 費用 200円
　いずれも 会場 日野宿交流館 対象 
中学生以上 申込 前日までに電話 問 
新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

七生公会堂ホワイエライブ
 1005894ID

日時 4月11日㈬15:00～16:00 出演 小
岩井雅人氏（声楽） 定員 先着50人 
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

ひの煉瓦ホールロビー 100歳
のピアノによるお昼のミニコ
ンサート 1000966ID

日時・出演 4月14日㈯…杉村陽子氏
（ピアノ）、28㈯…伊藤三絵子氏（バ

イオリン）、中辻晃子氏（ピアノ）
　いずれも12:30～13:00 会場・問 同
ホール（☎585-2011）

七生公会堂かわせみ寄席～古
今亭志ん朝名演映像上映
 1005894ID

日時 4月25日㈬15:00～16:00 定員 先
着50人 会場・問 七生公会堂（☎593-
2911）

女性限定傷ついた心の回復を
目指す講座「DVやいじめに
ついて知ろう」 1000594ID

日時 4月21日㈯13:30～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
講師 Shiori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。手話通訳あり。4月
11日㈬までに電話、ファクスで申し
込み 問 男女平等課（☎584-2733）

「虹友カフェ」～LGBTとその
家族・友人のためのコミュニ
ティスペース 1008136ID

日時 4月22日㈰13:30～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 本人およ
び家族、支援者 その他 茶菓子あり 
問 男女平等課（☎584-2733）

としょかんおはなしピクニッ
ク2018「絵本作家たしろちさと
さんのおはなしと動物ぬりえ
ワークショップ」参加者募集
 1007565ID

日時 4/22㈰11:00～12:30 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 たしろちさと
さん作品の読み聞かせ、絵本製作の
話、動物ぬりえワークショップなど 
対象 幼児～小学生※未就学児は保
護者同伴 定員 先着50人 申込 4月3日
㈫10:00から電話または来館 問 多摩
平図書館（☎583-2561）

キャリアアップ講習4月募集
 1008142ID

募集科目 ①ネットワーク構築法（基
礎）②表計算Excel 中 級 ③ Java 
Script 対象 中小企業に在職中の都
内在住・在勤者 その他 申込方法な
ど詳細は問い合わせを 会場・問 多
摩職業能力開発センター府中校人材
育成プラザ（☎042-367-8204）

多文化ひろば「あいあい」の集い
 1008102ID

日時 4月14日㈯13:30～15:00 会場 カ
ワセミハウス 内容 さまざまな国や
地域にルーツのある親子が集まり料
理、ダンス、おしゃべり 問 地域子
ども家庭支援センター万願寺（☎
586-1312）

参加企業25社～新卒応援！ 
第1回合同企業説明会
 1003501ID

日程 4月19日㈭ 会場 京王プラザホテ
ル八王子 時間・内容 10:00～12:00直
前対策セミナー、13:00～16:30合同
企業説明会 申込 電話 問 東京しごと
センター多摩（☎042-329-4524）

講座「探検！サイノカミ・ど
んど焼き行事」 1008171ID

日時 5月13日㈰13:00～15:00 会場 中
央公民館高幡台分室 内容 小正月行
事「サイノカミ・どんど焼き」を学ぶ。
市内15カ所を含む全国の例を紹介 
講師 同館学芸員 対象 中学生以上の
方 定員 先着24人 申込 4月3日㈫から
電話 問 郷土資料館（☎592-0981）

市立病院内美術作品展示希望
者募集 1008255ID

展示期間 6月7日㈭からの6カ月間※
搬入・搬出は出品者 作品 平面作品
は額込み75㎝×63㎝以内 募集点数 
90点※原則1人1点。1グループ8点以
内 申込 4月25日㈬までにヒール・ア
ート（市立病院美術作品展示ボラン
ティア団体）事務局（早津☎090-
6713-4897）へ電話問 市立病院（☎
581-2677）

記念行事・フェスタ・複合イベント
第18回さくらの集い
 1008094ID

　多摩川の堤防に市民、団体などが
協力して植樹したオオシマザクラの
成長を見守るとともに、市東部地区
の活性化を図るため「第18回さくら
の集い」を開催します。
日時 4月8日㈰10:00～12:00※雨天中
止 会場 日野橋南詰交差点東側の多
摩川堤防沿い※右図の通り 内容 式

典（10:00から）、お花見 問 緑と清流
課（☎514-8309）

駐車場

会場

多摩都市モノレール

日野橋

256256 甲州街道駅

■会場案内図

※9:00～13:00会場付近は車両通行止めと
なります。ご理解・ご協力をお願いします

手話を学び地域で生かしてみませんか

日程・内容・定員  下表の通り※申込多数の場合は抽選
会場 中央福祉センター、日野宿交流館
対象 高校生以上の市内在住・在勤・在学者※通訳養成コースは18歳以上70歳未満
費用 テキスト･資料代実費
申込 通訳養成コースは4月10日㈫、コミュニケーションクラスは4月20日㈮
（必着）までに〒191-0011日野本町7-5-23日野市社会福祉協議会（ FAX 583-
9205)へはがきまたはファクスで。①受講希望クラス（昼・夜）②氏名（フリガ
ナ）③住所④電話⑤生年月日⑥会社名または学校名⑦受講理由⑧手話学習
歴を記入
問 日野市社会福祉協議会（☎582-2319）

手話講習会受講者募集

■コミュニケーションコース
日程 時間 回数 クラス 対象 定員

5月16日～平成31年
3月6日の水曜日

10：00～12：00 30 入門・昼間
初めて手話を学ぶ方

40人
19：00～21：00 30 入門・夜間 40人

5月16日～平成31年
3月13日の水曜日

10：00～12：00 33 基礎・昼間 1～2年程度の
手話学習経験者

40人
19：00～21：00 33 基礎・夜間 40人

■通訳養成コース
日程 時間 回数 クラス 対象 定員

5月15日～平成31年
3月12日の火曜日

10：00～12：00 33 基本・昼間 2～3年程度の
手話学習経験者

20人
19：00～21：00 33 基本・夜間 20人

5月15日～平成31年
3月5日の火曜日 19：00～21：00 33 応用実践・

夜間
4年以上の

手話学習経験者 15人

※上記のほかに5月9日㈬開講式、平成31年3月20日㈬閉講式
※コミュニケーションコース入門・昼間クラスに保育あり（要申込み）

日時 6月9日㈯17:30から 会場 七生公会堂 出演 THE DOROTHYS、ぺール☆
オレンジ 定員 270人 費用 1,500円 申込 4月11日㈬から電話または電子申請 問 
文化スポーツ課（☎514-8462）

1007580ID
赤レンガプロジェクト～THE PREMIUM LIVE Vol1

17 16市役所　　　 585 ー 1111
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