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生活・環境

日野産農産物を使った手作り
パン教室� 1011707ID

日時 5月14日㈫・15日㈬10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 塩パンなど 定員 申込制で
各日先着10人 費用 2,500円 申込 竹内

（☎090-7284-1947）へ電話 問 都市農
業振興課（☎514-8447）

生ごみ処理器～ダンボールコンポ
スト使い方講習会� 1011572ID

日時 5月15日㈬14:00から 会場 カワセ
ミハウス 申込 電話  問 ごみゼロ推進
課（☎581-0444）

日野市ひきこもり対策支援事業
～家族のつどい� 1003312ID

　ひきこもりの家族がいてどのよう
に接したらいいかわからない、将来
の事が心配など、共通の悩みをもつ
方が集い、対話しながら問題を整理
していきます。
日時 5月25日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 ひきこも
りなどの状態にある市内在住の子供
を持つ家族 定員 申込制で先着10人 
申込 5月21日㈫までに電話または市
役所2階セーフティネットコールセ
ンターへ 問 セーフティネットコー
ルセンター（☎514-8542）

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）

PlanTビジネスセミナー・50
代からの創業を目指す方向け
～スキルを活かした定年後の
起業� 1011697ID

日時 5月19日㈰10:00～12:00 会場 Pla 
nT（多摩平の森産業連携センター） 
内容 創業体験談 講師 釣谷慎吾氏（㈱
ファーストブランド） 対象 おおむね
50歳以上の方 定員 申込制で先着20
人 申込 電話 問 産業振興課（☎514-
8442）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（5月）� 1003501ID

　詳細は東京しごとセンター多摩 
HP をご覧ください。
内容 29歳以下対象・若者と企業の交
流会（国分寺市会場）、おおむね55歳
以上対象・面接会直前対策セミナー・
就職面接会（多摩市会場）ほか多数 
問 しごとセンター多摩（☎042-329-
4524）

キャリアアップ講習�5月募集
科目のご案内� 1008142ID

　費用、申込方法など詳細はお問い
合わせください。
募集科目 ①第三種電気主任技術者科
目合格対策（法規）②地上波デジタル
放送設備③会計システムによる実践
経理（勘定奉行）④ Excel（ビジネス
活用編）⑤Androidプログラミング
を利用した組込みシステム技術⑥
jQueryによるWebサイト開発 対象 
中小企業に在職中（派遣・契約社員、
パートを含む）の都内在住・在勤者 
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）

みんなの環境セミナー～どうして消え
ちゃうの！？�消えゆく田んぼで田植えと
生きものさがし体験� 1011554ID

　向島用水路を歩いてせせらぎ農園
まで行き、田植え体験と生きものさ
がしをします。
日程 6月8日㈯※荒天中止 集合 13:30
京 王 線 高 幡 不 動 駅 改 札 前 広 場、
16:00せせらぎ農園解散 講師 環境基
本計画推進会議みどりグループの皆
さま 定員 申込制で先着親子15組（30
人） 費用 1人200円 申込 5月3日㈷か
ら電話※5月7日㈫・8日㈬および5月
13日～6月3日の毎週月曜日を除く 
問 カワセミハウス（☎581-1164）

趣味・教養
小島善太郎百草画荘開館6周
年記念イベント� 1008480ID

日時 5月25日㈯・26日㈰10:00～17:00 
会場 小島善太郎百草画荘※直接会場
へ 内容 呈茶サービス（15:00まで）、
母屋の公開 費用 300円※小・中学生
100円 問 文化スポーツ課（☎514-
8462）

日野宿楽市楽座文化講座～江戸の
音曲と落語の会� 1011706ID

　おなじみの三遊亭圓窓師匠の落語
や篠笛などの演奏を楽しみながら、
江戸文化に触れる催しです。
日時 5月25日㈯17:30～20:00 会場 日
野宿本陣 出演 三遊亭圓窓氏（落語）
など 対象 中学生以上 定員 申込制で
先着50人 費用 700円※中学生550円 
申込 5月1日㈷から電話 問 新選組の
ふるさと歴史館（☎583-5100）
日野宿本陣閉館時間変更
　5月25日㈯は講座開催のため、日野
宿本陣は15:00に閉館します。※入館
は14:30まで

赤レンガプロジェクト企画・
第27回 LIVE�café� in赤レン
ガ～Pupu�unauna�LIVE
� 1007580ID

日時 6月29日㈯18:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 出演 Pupu una 
una（ダンス） 定員 120人 費用 1,500円
※ワンドリンク・軽食付き 申込 5月
13日㈪から電話または電子申請 問 
文化スポーツ課（☎514-8462）

コーラルファンタジー inひの
～合唱団員募集� 1011522ID
問 藝術文化の薫るまちinひの実行
委員会（☎090-9970-0340）

　コーラルファンタジー inひのが、
今年度は2つのコンサート①Chor 
stella&村上敏明スペシャルコンサ
ートVol.2と②藝術文化の薫るまち
コンサート「ベートーべン第九」に挑
戦します。
　このコンサートで歌う合唱団員を
募集します。
練習日時 6月2日から原則毎週日曜日
9:30～12:00 会場 新町交流センター、
多摩平交流センターなど市内公共施
設 練習内容 ①林光「日本叙情歌曲
集」から「早春賦」・「かやの木山の」・

「箱根八里」、NHK大河ドラマ「新選
組！」テーマソングなど②シベリウ
ス「フィンランディア」、ベートーベ
ン「交響曲第9番合唱付き」 講師 泉智
之氏・田中裕太氏（合唱指導）、松嶋
弥生氏（ピアノ） 対象 練習に真剣に
取り組める方。初心者にも講師陣が
丁寧に指導 定員 150人（ソプラノ・ア
ルト各50人、テノールとバス合わせ
て50人）※申込多数の場合は抽選
費用 ①5,000円、 ②12,000円、 ① ②
16,000円※別途年会費1,000円、高校
生以下は無料 申込 5月15日㈬（必着）
までに〒191-8686日野市神明1-12-1
ひの煉瓦ホール内NPO法人藝術文
化の薫るまちinひの実行委員会へ
往復はがきで。参加希望のコンサー
ト（①、②または両方）、名前（フリ
ガナ）、生年月日（高校生以下は学
年）、住所、電話番号、希望パート、
合唱の経験の有無、楽譜の購入希望
の有無、身長（本番で履く黒い靴を
履いた状態）を記入
コンサート概要
①Chor stella&村上敏明スペシャル
コンサートVol.2 日時 9月1日㈰15:00
から 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館） 
指揮 佐藤宏氏 出演 Chor stella、村
上敏明氏（テノール）、コーラルファ
ンタジー inひの　
②藝術文化の薫るまちコンサート 
日時 12月15日㈰15:00から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 指揮 柳沢寿
男氏 管弦楽 TAMA21交響楽団 出演 
村上敏明氏（テノール）など一流ソリ
ストを予定

日時 5月18日㈯、19日㈰10:
00～16:00、18日午前は「ひ
のじどうかんこどもまつ
り」も同時開催
会場 中央公民館、中央福祉
センター※公共交通機関ま
たは自転車・徒歩での来場
を
内容 下表の通り※プログラ
ム、ステージ時間、出演内
容などは、チラシ、 HP  を
ご確認ください

◎��帝京大学との連携プログラム
　�丹間ゼミ（教育学部教育文化学科）の学生
たちと考える公民館の未来
�◎�公民館事業バラエティサロン「マリンバ
と世界の珍しい民族楽器」開催※要事前
申し込み、定員50人
◎�みんなで踊ろう！
　日野音頭、東京五輪音頭など
◎�各サークルによる体験
◎スタンプラリー
　※すてきな景品をプレゼント

問 中央公民館（☎581-7580）

出会い ふれあい 学び合い

男女平等推進センターフォーラム２０１９

ホルモンバランスとうまく向き合うコツ

35歳から知っておきたい！
男女のココロとカラダのトリセツ

　公民館を利用しているサークルが、日ごろの活動の成果を発表する
まつりです。作品展示・体験、ステージ発表、模擬店など盛りだくさ
んの内容です。

1011448ID第32回公民館まつり

会場 5月18日㈯ 5月19日㈰

中央公民館

喫茶（焼き菓子、コーヒーなど）
手打ちうどん（18日のみ）、手打ちそば（19日のみ）
展示・活動紹介（切り絵、レース編み）

フルート、オカリナ、二胡、ウク
レレ、女声合唱、人形劇、管弦楽、
弦楽奏

リコーダー、ウクレレ、ギター、
ハーモニカ、少年少女合唱、
マンドリン、朗読会、マリン
バと世界の珍しい民族楽器

公民館前広場

10:00～10:30開会式　
お囃

は や し

子、剣術演武、インドネシア
舞踊、舞踊連盟

お囃子、バンド演奏、世界の珍し
い民族楽器、サンバ、舞踊連盟
16:00から閉会式

飲食（焼きそば、フランクフルト、飲み物、綿あめ、ポップコーンな
ど）、スーパーボールすくい、バザー、ごきぶり退治のだんごづくり、
野菜・バラ販売、調理パン販売（18日のみ）、日野ねこ友（譲渡会）、
鉄道模型展示、縁台将棋、陶芸体験（陶芸連絡会）（18日午前・午後・
19日午前先着各10人）、包丁などの刃物研ぎ（数量限定、当日先着順）

中央福祉セン
ター

展示（陶芸、木彫、ステンドグラス、水墨画、写真、手作り作品、活
動紹介）

ようこそ！地域のリビングへ

今回の目玉!

　「更年期の体調の変化」をテーマにエクササイズなどを取り入れ、男女
共に、楽しく考え乗り切るヒントを一緒に見つけてみませんか。
日時 6月15日㈯10:00～12:00
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 前田裕美子氏（NPO法人ちぇぶら認定更年
期ライフデザインファシリテーター・㈱スピカ
デザイン代表取締役）
定員 50人
その他 1歳～未就学児先着4人の保育あり、5月
27日㈪までに電話。手話通訳あり
申込 5月31日㈮までに電話
問 男女平等課（☎584-2733）

きかんしゃトーマス・ファミリーミュージカル
～ソドー島のたからもの 1000966ID

1011693ID

　楽しい歌と元気な踊りがいっぱい！ 
映像も駆使したオリジナルストーリー !  
ご家族皆さまで楽しめるステージです。
日時 8月10日㈯①11:30から②14:00から 
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
費用 2歳以上2,800円※2歳未満でも座席
が必要な場合は有料
チケット 4月27日㈯ 10:00からひの煉瓦
ホール、28日㈰9:00から七生公会堂で販
売※27日はひの煉瓦ホールで電話予約
のみ受け付け
問 ひの煉瓦ホール（☎585-2011）
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