
催 し
健康

健康づくり推進員ウオーキン
ググループ～ツツジを楽しみ
新緑の日野台地を歩く
 1011410ID

日程 5月8日㈬※雨天中止
集合 9:30新町交流センター（日野駅
改札口から案内あり）、12:00多摩平
第六公園解散（豊田駅まで案内あり）
※直接集合場所へ
コース 多摩川土手～新旭橋～谷地川
～多摩平第一公園（7㌔）
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※開催日当日
の実施確認は8:00～8:30に☎080-43
47-1265へ）

地域介護予防活動支援事業～
転倒予防体操
日時 5月15日 ㈬、6月19日 ㈬14:00～
15:15
会場 南平西部地区センター
対象 65歳以上の方
定員 申込制で先着25人
申込 電話
問 日野市社会福祉協議会（☎584-12
94）

生活・環境
日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011096ID

日時 4月23日㈫・24日㈬10:30～13:30

会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー こいのぼり巻き、お祝い巻き
定員 申込制で各回先着10人
費用 各回3,000円
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

自然観察会～心地よい春風に
ふかれて、若葉薫る雑木林の
中を散策しよう 1007973ID

日程 4月27日㈯※雨天中止
集合 9:30平山城址公園駅前、12:30
平山城址公園解散
内容 平山城址公園内で植物観察
案内 日野みどりの推進委員
対象 小学生以下は保護者同伴
費用 1家族300円（資料代）
申込 4月26日㈮までに電話
問 緑と清流課（☎514-8307）

自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会
 1003313ID

日時 4月28日㈰14:00～16:00
会場 関戸公民館（多摩市）※直接会場
へ
内容 身近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）

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 1011381ID

　性別に違和感がある、同性が好き
などのLGBTや、そうかもしれない
と感じている方、あるいはその家族
や友人向けに、お話や友達作りがで
きる場所です。「性別のモヤモヤを

話したい」「一緒に何ができるか考え
たい」「LGBTについてもっと知りた
い」といった気持ちをお持ちの方は
気軽にお立ち寄りください。
日時 5月19日㈰13:30～16:00※入退室
自由
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
対象 当事者、親族、支援者
その他 茶菓子あり
問 男女平等課（☎584-2733）

普通救命講習 1002423ID

日時 5月26日㈰9:00～12:00
会場 日野消防署
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法、窒
息の手当、止血の方法など
定員申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 5月1日㈷から電話
問 日野消防署（☎581-0119）

公共職業訓練～7月入校生募
集 1008142ID

　東京都の公共職業訓練で手に職を
つけ、就職を目指しませんか。詳細
はお問い合わせください。
会場 多摩職業能力開発センター八王
子校
募集科目 介護サービス科、電気設備
管理科
対象 求職中または転職を希望してい
る方※電気設備管理科はおおむね50
歳以上の方
申込 4月24日㈬～5月23日㈭に八王子
市子安町1-13-1ハローワーク八王子
へ
その他 5月9日㈭・16日㈭14:00から見
学会あり※直接会場へ

問 同校（☎042-622-8201）

記念行事・フェスタ・複合イベント
春季大祭国宝まつり
会場・問 高幡不動尊（☎591-0032）

　高幡不動尊では4月27日㈯～29日
㈷にさまざまな催しが行われます。
　詳細は高幡不動尊 HP をご覧くだ
さい。
 記念法話 
日時 4月27日㈯13:00から
演題 ことばと身体
講師 廣澤隆之氏（淨福寺住職）
 五重塔仏伝彫刻拝観 
日時 4月28日㈰10:00～16:00
 奉納演芸 
日時 4月28日㈰15:00から
内容 落語会、ものまね
出演 柳家三三師匠（落語家）、江戸
家小猫氏（ものまね）
 奉納神

み こ し

輿練り 
日時 4月29日㈷12:30から
 記念講演 
日時 4月29日㈷14:00から
演題 中世多摩地域と高幡不動尊の
歴史
講師 峰岸純夫氏（東京都立大学名誉
教授）

 出店 
内容 ござれ市（骨

こっ
董
とう
市）など

子供・保護者向け
ACTすこやか子育て講座～参加
型＆体験型ワークショップ 
 1003967ID

　この講座は、アメリカ心理学会が
開発した育児支援プログラムです。
　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月14日㈫・21日㈫・28日㈫、6月
11日㈫・18日㈫・25日㈫10:00～12:00
※14日のみ9:30～12:00（全6回）
会場 市民の森ふれあいホール
講師 ACTすこやか子育て講座ファ
シリテーター
対象 0～8歳のお子さまを持つ保護者
または養育者
定員 16人※申込多数の場合は抽選
費用 1,200円（茶菓子代）
その他 1歳6カ月～未就学児（16人）の
保育あり
申込 4月15日㈪～26日㈮に（一社）育
ちネット多文化CROSS HP（右上の
QRコード）から。住所、氏名、電

話番号、メールアドレ
ス、お子さまの年齢、
保育の有無、保育が必
要なお子さまの年齢・
性別を入力
問 子ども家庭支援センター（☎599-6
670）

図書館おはなし会（5月）
 1011413ID

 ▼高幡図書館（☎591-7322） 
日程 5月8日㈬・15日㈬
 ▼中央図書館（☎586-0584） 
日程 5月8日㈬・23日㈭
 ▼多摩平図書館（☎583-2561） 
日程 5月9日㈭（ひよこタイム）・22日
㈬
 ▼日野図書館（☎584-0467） 
日程 5月15日㈬
 ▼平山図書館（☎591-7772） 
日程 5月16日㈭（ひよこタイム）
 ▼百草図書館（☎594-4646） 
日程 5月24日㈮
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 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は各館に問い合わせまたは
図書館 HP 参照

　10月20日㈰に市民の森ふれあいホールで「まちづ
くり市民フェア2019」を開催します。今年も参加す
る団体を募集します。参加を希望する団体は、下記
の説明会にご参加ください。
日時 4月23日㈫18:30～20:00
会場 生活・保健センター※直接会場へ
問 市民フェア実行委員会事務局（☎581-6144※土曜・
日曜日を除く9:00～17:00）

日時 5月25日㈯13:00～16:00
会場 中央福祉センター※直接会場へ
内容 式典、講演会、アトラクション、手話講座、展示、
カフェなど
その他 日野市聴覚障害者協会、ひの手話サークル主
催
問 同協会（ FAX 593-5275）、市障害福祉課（☎514-84
85 FAX 583-0294）

参加団体の募集および説明会の開催
1009974ID

ひの手話まつり
手話で心を伝えよう

第3回

1007978ID

まちづくり市民フェア2019
　ひの新選組まつりの開催日に新選組の隊士に
なりきって、誰もが気軽に楽しめるゲームです。
日時 5月12日㈰10:00～11:30 会場 一小 定員 150人
程度 その他 更衣室はありません。動きやすい服
装で 申込 4月15日㈪から申込サイト
（https://ikusa.jp/hinoshinsengumi
matsuri/）で。問 シティセールス推
進課（☎514-8098）

問 シティセールス推進課（☎514-8098）　 1010884ID

　市では関係団体の皆さまのご協力を
いただき、平成31年1月から土方歳三没
後150年プロモーションを実施しており
ます。
　これまで、ロゴマークの作成やラッ
ピングタクシーの年間運行、冊子「土方
歳三人気の理由」の発行や宅配用段ボー
ルの作成などを行いました。
　土方歳三没後150年ロゴマークは、市
内外の個人、団体、商工業者の皆さま
によりイベントのチラシやポスター、
お菓子のパッケージ、新選組関連グッ
ズ、名刺など、これまで約40件ご活用
いただいております。ロゴマークは申
請いただくことで幅広くご利用いただけます。
　今後は4月20日㈯～ 6月30日㈰に新選組のふるさと歴史館で特別
展「土方歳三～史料から見たその実像」が開催され、5月11日㈯・
12日㈰には第22回ひの新選組まつりが「最後の戦いから150年・歳
三、日

ふるさと
野へ帰る」をテーマに開催されます。

　このほか、土方歳三没後150年を契機としたガバメントクラウ
ドファンディング※の検討や、新選組をテーマとしたゲーム「薄
桜鬼」とのコラボレーションによるイベントの実施などを予定して
います。こうした取り組みを通じて、土方歳三のふるさと日野市
の認知度向上を目指していきます。

チャンバラ合戦
参加者募集

土方歳三没後150年シティプロモーション

1007956ID

スポンジ製の刀で相手の腕についた玉を落
とすゲーム

【土方歳三資料館所蔵】

※ふるさと納税制度を活用して寄付を募る仕組み17 16市役所　　　 585 ー 1111
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