
催 し
趣味・教養

パソコン講習会（8月）�
　いずれも 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 申込 7月22日㈰（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 
その他 個人指導あり。詳細は問い合
わせを 問 同センター（☎581-8171）

番号・講座名 日時 費用
①初めてのパソコ
ン（基本操作）
電源の入切、マウ
ス操作、文字入力

8月31日㈮、9月7日㈮
10:00～12:00 

各
3,000円

テキスト代
含む

② Word-1　
文字変換、簡単な
案内文作成

8月4日㈯・18日㈯
13:00～15:00

③Word-2
文章作成、表作成、
チラシ作成

8月25日㈯、9月1日㈯
13:00～15:00

④Word-3
地図の作成、4段組
みの文章作成

8月4日㈯・18日㈯
10:00～12:00

⑤Excel-2
グラフ作成、複数
シートの計算など

8月3日㈮・10日㈮
10:00～12:00

⑥Excel-3
複合グラフ、IF関数、
Lookup関数

8月17日㈮・24日㈮
10:00～12:00

⑦インターネットを
楽しく活用

8月19日㈰・26日㈰
10:00～12:00

⑧続マイコンを利
用した電子工作
ArduinoUNO で 電
子オルゴールを作成

8月5日㈰
10:00～12:00

4,000円
テキスト代

および
部品代含む

⑨動くイラストを
作る

8月25日㈯
10:00～12:00

1,500円
テキスト代

含む

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
� 1003186ID

▶太極拳  日時 7月20日㈮・27日㈮
10:00～11:30 会場 平山台健康・市民
支援センター 講師 大平弘子氏（公認
指導者） 費用 200円
▶夏休み早朝ラジオ体操  日時 7月
21日 ㈯～25日 ㈬、8月20日 ㈪～24日
㈮6:25～6:45 会場 平山台健康・市民
支援センター
▶健康体操教室 日時 7月21日㈯・28
日㈯10:00～11:30 会場 平山台健康・
市民支援センター 講師 金子十美代
氏（健康運動指導士） 費用 500円※会
員200円
▶子供英会話無料体験教室  日時 7
月22日㈰15:00～16:30 会場 平山台健

康・市民支援センター 講師 大矢知み
どり氏（市民講師） 対象 小学5・6年生
▶山歩き～笹尾根（上野原） 日程 7
月24日㈫ 集合 8:15JR中央線上野原
駅南口、15:00JR五日市線武蔵五日
市駅解散 コース 軍刀利神社～生藤
山～熊倉山～栗坂峠～浅間峠～上川
乗（8.5㌔） 費用 500円※交通費実費 

障害者のためのイベント～映
画鑑賞会「ペット」
� 1007934ID

日時 8月1日㈬13:30～15:00 対象 障害
者およびボランティア 定員 申込制
で先着30人 申込 7月17日㈫～27日㈮
に電話 会場・問 地域活動支援セン
ターやまばと（☎582-3400※土曜・
日曜日を除く）

ポットマム・スプレー菊の育
て方講習会

日時 8月2日㈭9:30～11:30 会場 緑化交
流センター 講師 西野正人氏（日野市
菊友会） 定員 申込制で先着40人 申込 
7月17日㈫から電話 問 （公財）日野市
環境緑化協会（☎585-4740）

浅川少年少女合唱団第13回公
演� 1009492ID

日時 8月26日㈰13:30から 会場 七生公
会堂 内容 松下耕「信じる」など※ミ
ュージカルステージもあり その他 
詳細は同合唱団 HP 参照 問 文化スポ
ーツ課（☎514-8462）

小島善太郎記念館でデッサン
教室� 1009210ID

日時 8月19日㈰・20日㈪13:30～16:00 
会場 小島善太郎記念館 定員 各日先
着10人 費用 300円（入館料）  申込 8月
10日㈮までに電話 問 文化スポーツ
課（☎514-8462）

女性対象～再就職支援セミ
ナー＆個別相談会in日野
� 1009160ID

日時 8月21日㈫13:00～15:30 会場 多
摩平の森ふれあい館 講師 川又けい
子氏（元キャビンアテンダント） 
内容 就職に役立つワンランク上の
ビジネスマナー、立ち居振る舞いや
言葉遣いのポイント※終了後、事前
申込制で個別相談会あり その他 申
込制で1歳～未就学児先着6人の保育

あ り（8月7日 ㈫ ま で に 申 し 込 み ） 
申込 7月17日㈫から電話 問 東京しご
とセンター多摩（☎042-329-4524）

稲村なおこコンサートのワー
クショップ� 1009211ID

日時・会場 8月5日㈰新町交流センタ
ー、19日㈰市民の森ふれあいホール、
26日㈰生活・保健センター、9月2日
㈰新町交流センターいずれも10:00
～12:00 内容 歌と手遊び、ヒップホ
ップダンス、JAZZダンス 対象 9月
9日㈰七生公会堂で行われる同氏の
コンサートチケット（1,500円）を購
入し、ワークショップに2日以上参
加 で き る2歳
児以上の方※
7歳 ま で は 保
護者同伴 定員 
申込制で先着
25人 申込 電話 
問 文化スポー
ツ課（☎514-84 
62）

飛火野ジャズフェスタ2018
� 1007590ID

日時 12月15日㈯14:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 出演 寺泉憲氏な
ど 定員 1,000
人 費用 2,000
円 チケット 8
月1日㈬から
市民会館、七
生 公 会 堂 で
販売 問 文化
ス ポ ー ツ 課

（☎514-8462）

落語・三遊亭鳳志～ゆかた会
「牡丹燈籠」など
� 1000976ID

日時 8月5日㈰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）

健康
真夏のブルーベリー狩りウ
オーキング� 1009496ID

日程 8月5日㈰※荒天中止 集合 8:30イ
オンモール多摩平の森前広場 コース 

多摩平緑地通り～日野自動車～三小
通り～ブルーベリー福島（ブルーベ
リー狩り）～七ツ塚ファーマーズセ
ンター（4㌔） 定員 100人 その他 ひの
新選組ポイント200ポイント付与シ
ールプレゼント 申込 7月23日㈪（必
着）までに文化スポーツ課に 往復はがき  
で。往信用裏面に住所、氏名、年齢、
連絡先電話番号、返信用表面に住所、
氏名を記入（はがき1枚で5人まで可。
全員の氏名・年齢を記入） 問 文化ス
ポーツ課（☎514-8465）

介護予防講座「未来のために
今できること～エンディング
ノートを書く意味と書き方に
ついて」� 1009508ID

日時 7月24日㈫13:30～15:00 会場 福
祉支援センター 講師 大輪典子氏（N 
PO法人ソーシャルネット南のかぜ） 
対象 おおむね60歳以上の方および
家族 定員 申込制で先着50人 申込 電
話 問 地域包括支援センターあさか
わ（☎593-1919）

子供・保護者向け
青少年育成会から� �

▶一中地区～ふれあいデイキャンプ
1009459ID

日時 7月21日 ㈯10:00～14:00※ 雨 天
中止 会場 仲田の森蚕

さん
糸
し

公園 費用 
200円(保険料含む) 申込 電話 問 同
会(伊野☎587-1419)
▶三沢中地区～学校に宿泊して防災
のことを考えよう 1009229ID  
日程 7月28日 ㈯・29日 ㈰ 集合 14:30
三沢中体育館 対象 小学4年生～中学
2年生 定員 100人 費用 200円(保険料
) 申込 電話または各小・中学校で配
布する申込書を提出 問 同会（藤枝☎
090-6517-7273）

図書館夏休みおはなし会（8月）
� � 1009156ID

高幡図書館（☎591-7322） 日程 1日
㈬ 中央図書館（☎586-0584） 日程 8
日㈬・23日㈭ 多摩平図書館（☎583-
2561） 日程 9日㈭（ひよこタイム）日
野図書館（☎584-0467） 日程 15日㈬
平山図書館（☎591-7772） 日程 16日
㈭（ひよこタイム）
　いずれも直接会場へ 対象・内容 0
～2歳児…おはなし会とおみやげの

配布、3歳以上…本の紹介、工作など

夏休み親子講座～食べ物の着
色料ってなあに？�実験して
みよう！� 1009172ID

日時 8月22日㈬10:00～12:00 会場 生
活・保健センター 内容 色のついた
お菓子で毛糸を染める実験や、食べ
物についている「表示」の見方や決ま
りについて親子で学ぶ 講師 澤木佐
重子氏（コンシューマー技術教育研
究会） 対象 小学3～6年生と保護者 
定員 申込制で先着8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月7日㈫までに申し込み） 申込  
7月17日㈫から地域協働課（ FAX 581-
4221）へ電話またはファクス 問 地域
協働課（☎581-4112）

生活・環境
日野市・多摩市わかち合いの会
～自死遺族支援事業
� 1003313ID

日時 7月22日㈰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あ
う 問 セーフティネットコールセンタ
ー（☎514-8542）

最終処分場見学会参加者募集
� 1005528ID

日時 ①8月15日㈬②17日㈮③20日㈪ 
集合 8:00に①豊田駅北口②高幡不動
駅南口③日野市役所前、16:00各所解
散 内容 最終処分場見学、つるつる
温泉で入浴と昼食 対象 これまで参
加したことのない小学3～6年生※高
校生以上の保護者同伴。保護者1人
につき子供2人まで。小学2年生以下
の随行不可 定員 申込制で各日先着
40人 申込 7月17日㈫8:30から電話※
窓口での申し込み不可。申し込みは
1人1組まで 問 ごみゼロ推進課（☎58 
1-0444）

フェスタ・複合イベント
憲法記念日行事講演会～でき
れば避けたいご近所トラブル
� 1006055ID

日時 7月28日㈯10:00～12:00 会場 市
役所5階505会議室※直接会場へ 内容 

近隣トラブルに関する基本的な知識
の解説など 講師 米村哲生氏（第二東
京弁護士会） 問 市長公室市民相談担
当（☎514-8094）

浅川水再生センター～夏フェ
スタ2018� 1006052ID

日時 7月27日㈮10:00～14:00 会場 浅
川水再生センター（石田） 内容 施設
見学、工作教室など その他 来場者
に記念品贈呈 問 北多摩二号水再生
センター（☎042-572-7711）

ひの市民活動支援センターま
つり� 1009170ID

日時 8月4日㈯15:30～19:30 会場 ひの
市民活動支援センター 内容 ひの市
民活動団体紹介パネル展示、かき氷・
綿菓子・焼きそば・焼き鳥の販売、
加盟団体の催しなど 問 NPO法人ひ
の市民活動団体連絡会（☎581-6144）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
会場・問  同プール（☎583-5266※
9:00～20:30） 1000974ID

▶定例大人の水泳教室  日時 8月1日
～29日の毎週水曜・土曜日12:30～
13:30※11日を除く 対象 18歳以上の
方 定員 10人 費用 5回5,400円のチケ
ット購入制※入場料別途
▶アクアエクササイズ  日時 8月10
日～31日の毎週金曜日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回5,400円のチ
ケット購入制※入場料別途

市民体育大会①児童水泳記録
会②水泳競技� 1003171ID

日時 8月26日㈰①9:00から②10:15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 申込 8月3日㈮
14:00～4日㈯15:00に生活・保健セン
ターへ費用を持参 問 ①日野市水泳
連 盟（ 多 田 ☎080-5065-2702※ 平 日
10:00～17:00）②日野市体育協会（☎
582-5770）
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