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平山台文化スポーツクラブから
 1003186ID

�ストレッチ教室�
日時 毎週火曜日10:30～12:00 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 
600円※会員250円
�スポーツウエルネス吹き矢教室�
日時 毎週水曜日10:00～12:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 
村野米三氏（公認指導者） 費用 600円
※会員300円
�ヨーガ教室�
日時 毎週月曜日9:00～12:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 
安藤ゆかり氏（公認指導者） 費用 600
円※会員300円
�山歩き～高取山･仏果山を歩く�
日程 7月28日㈫ 集合 8:15小田急多摩
センター駅改札入口（8:20発新百合
ケ丘行乗車）、16:00本厚木駅解散 
コース 本厚木（バス）～愛川ふれあい
の森～高取山～宮ケ瀬越え～仏果山

（昼食）～愛川ふれあいの森（バス）
（8.5 ㌔） 費用 600円 ※ 交 通 費 別 途 
その他 詳細は問い合わせを 
　いずれも 申込 電話、ファクスまた
はEメール 問 同クラブ（☎・ FAX 506-
9 9 7 9 h i r a y a m a d a i @ h o p .
ocn.ne.jp）

東部会館いきいき教室 
 1000974ID

問 同会館温水プール（☎583-5266
※9:30～20:30）
�骨盤なめらか体操教室�
日時 7月の毎週土曜日11:00～12:00 
会場 同会館 定員 申込制で先着10人 

費用 5回で5,500円のチケット購入制

市民体育大会 1003171ID

�軟式野球競技�
日程 9月6日からの毎週日曜日 会場 
多摩川グラウンドなど 費用 1チーム
9,000円 その他 8月22日㈯18:30から
市民の森ふれあいホールで主将会議
あり 申込 7月25日㈯・26日㈰9:00～
15:00に多摩川グラウンド管理棟へ
参加費を持参 問 日野市軟式野球連
盟（☎080-2038-3493）
�サッカー競技�
日程 9月13日からの土曜・日曜日、
祝日 会場 市民陸上競技場など 種目 
男子一般（16歳以上、30歳以上）、壮
年（40歳以上、50歳以上、60歳以上）、
中学生、小学生（2年生以下、4年生
以下、6年生以下）、女子一般（中学
生以上）、レディース（25歳以上）、
少女（小学3年生以下、6年生以下） 
対象 市内在住・在勤・在学者で構
成するチーム※登録30人以内。各チ
ームにS4級以上の審判員の資格者
がいること 費用 1チーム12,000円※
小学生・中学生・女子・レディース・
少女の部は6,000円。8月1日㈯に市
民の森ふれあいホールで開催する代
表者会議で徴収 申込 7月11日㈯（必
着）までに〒191-0011日野本町7-12
-1市民陸上競技場内日野市体育協会
事務局へ申込書（市役所3階文化スポ
ーツ課、陸上競技場にあり、サッカ
ー連盟 HP から ダウンロード  可）を郵送
または持参※詳細は実施要項参照 
問 同事務局（☎582-5770）

生活・環境
みんなの環境セミナー～黒川
清流公園で昆虫採集をしよう 
 1014445ID

日時 7月23日㈷9:30～11:30 会場 黒川

清流公園 集合 カワセミハウス 内容 
日野の昆虫たちについて学ぶ 講師 
森川正昭氏・関根孝子氏（いずれも
日野の自然を守る会） 対象 親子 定員 
申込制で先着10組 申込 7月3日㈮か
ら電話※6日㈪・13日㈪・20日㈪を
除く 問 カワセミハウス（☎581-1164）

カワセミハウス標本・写真展～
日野の昆虫たち 1014446ID

日時 7月23日㈷・24日㈷9:00～17:00 
会場・問  カワセミハウス（☎581-1164）

公共職業訓練～10月入校生募
集 1008142ID

　就職に必要な知識や技能の習得を
支援します。
募集科目 介護サービス科、電気設備
管理科など 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歳以上の方その他 7月2
日㈭・9日㈭・16日㈭14:00から見学
会あり※直接会場へ 申込 7月22日㈬
までに八王子市子安町1-13-1ハロー
ワーク八王子へ※土曜・日曜日を除
く。詳細は同校 HP を参照 会場・問 
多摩職業能力開発センター八王子校

（☎042-622-8201）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（7月） 1003501ID

内容 女性対象・女性再就職サポー
トプログラム「基礎から学ぶ経理コ
ース」（選考あり）ほか多数 その他 
詳細は東京しごとセンター多摩 HP 
参照 問 同施設（☎042-329-4524）

キャリアアップ講習7月募集
科目 1008142ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
募集科目 ①第三種冷凍機械責任者受
験対策②第二種電気工事士（実技）

【初級】③工事担任者（AI・DD総合
種）受験対策（1）（2）④セルフサービ
スBIによるビッグデータ分析（Power 
BI）⑤Webサイトデザイン⑥ビル
クリーニング技術【初級】 対象 中小
企業に在職中（派遣・契約・パート
社員を含む）の都内在住・在勤者 
定員 ①40人②③30人④⑤25人⑥20
人 費用  ①1,600円③3,200円②④⑤
6,500円⑥4,300円 申込 7月10日㈮ま
で 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） 

日野市ひきこもり対策支援事業
～家族のつどい 1012328ID

　ひきこもりの家族がいて、どのよ
うに接したらいいのか分からない、
将来の事が心配など、共通のお悩み
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 7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方の家族 定員 
申込制で先着10人 申込 7月22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※詳細は
問い合わせを 問 セーフティネット
コールセンター（☎514-8542）

子ども・保護者向け
ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ
地域子ども家庭支援センター万願
寺  1011846ID

日時 7月19日㈰15:00～16:00 会場・問
同施設（☎586-1312） 
地域子ども家庭支援センター多摩
平「はぴはぴ」 1008503ID

日時 7月25日㈯15:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 問 地域子ども
家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

（☎589-1260）
　いずれも 対象 生後3～5カ月児と
保護者※初めての方優先 定員 申込
制で先着6組 申込 7月8日㈬10:00か
ら電話 

子ども昆虫教室 
日時 7月11日 ㈯10:00～12:00 ※雨 天
中止 集合 緑化協会前駐車場 講師 中
村芳樹氏（日本甲虫学会会員）、森川
正昭氏（日野の自然を守る会） 対象 
小学生 定員 申込制で先着15人 申込 
7月3日㈮から電話 問 （公財）日野市
環境緑化協会（☎585-4740）

子育てサークル・子育て支援
グループポスター展～どんな
サークル・支援グループがあ
るの？ 1011845ID

日時 ①7月20日 ㈪～27日 ㈪ ②7月28
日㈫～8月2日㈰ 会場 ①地域子ども
家庭支援センター万願寺②多摩平の
森ふれあい館 問 ①地域子ども家庭
支援センター万願寺（☎586-1312）②

地域子ども家庭支援センター多摩平
「はぴはぴ」（☎589-1260）

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう 
 1009504ID

日時 8月5日㈬14:00～15:00 内容 ふれ
あい遊び、おしゃべり 対象 ひろば
利用が初めての生後5カ月児までと
母親または妊娠中の方 定員 申込制
で先着3組 申込 7月21日㈫10:00から
電話 会場・問  地域子ども家庭支援セ
ンター多摩平「はぴはぴ」（☎589-
1260）

三中地区青少年育成会～さと
いも観察会 1009430ID

日時 8月22日㈯8:30～10:00 ※雨天の
場合は8月23日㈰8:30～10:00  会場 石
坂ファームハウス 内容 さといも観
察、葉の朝露を集めて字や絵を描く 
申込 8月14日㈮までにEメール 問 同
会（西山  ikuseikai3-toiawase@
yahoo.co.jp）

郷土資料館夏の催し物
日時 7月11日㈯～9月27日㈰9:00～
17:00※月曜日休館、ただし8月10日
㈷は開館、11日㈫は休館。9月21日
㈷・22日㈷は開館、23日㈬は休館
内容 発掘調査がどのように行われ
るのかについて、日野市の事例をも
とにその手法を探る

　戦争の記憶を次世代に引き継ぎ、二
度と戦争の悲劇を繰り返さないため、
今年も戦争関連の展示を行います。
日時 7月 下 旬～8月 下 旬9:00～17:00※
月曜日休館、ただし8月10日㈷は開館、
11日㈫は休館

1014472ID 　会場・問  郷土資料館（☎592-0981）

どっき土器展2020～考古学入門� パネル展～戦後75年「平和の尊さ
を語り継ぐ」 コース 日程 会場 内容 対象 申込先

豊田和装礼法親子教室 6月から 多摩平の森ふれあい館 きものの着装と礼
法（マナー）を学ぶ

小学3～ 6年生と保護者 上
かみ

圷
あくつ

（☎５８3－6７７6）

日野市東部和装礼法親子教室
７月から 東部会館

小学3～中学１年生と保護者 今野（☎５９２－１０７２）

いけばな「桃花会」 いけばなの歴史と
実技指導

保育園・幼稚園年長～中学生 山本（☎５８２－０4８０）

いけばなグループ「ふあり」 ８月から 落川交流センター 小・中学生 北村（☎５９２－７５２6）

日本に古くから受け継がれてきた伝統的
な文化を体験・習得してみませんか。伝統文化親子教室

日程・内容 下表の通り 申込 下表の申込先へ 

令和2年度

 1007637ID  　問 文化スポーツ課（☎ 514-8462）

日野映像支援隊のロケ情報！
映画『癒しのこころみ～自分を好きになる方法～』
７月3日㈮からシネ・リーブル池袋ほか全国ロードショー
　第41回日本アカデミー賞優秀監督
賞を受賞した篠原哲雄監督の最新
作！“誰もが必ずぶつかる、理想と
現実の壁。悩めるすべての社会人を、

“癒し”で応援します。2020年あなた
もきっと、誰かを“癒したくなる”！
出演 松井愛莉、八木将康（劇団 EXI 
LE）、橋本マナミ、渡辺裕之、藤原紀
香など 監督 篠原哲雄 脚本 鹿目けい
子、ますもとたくや、錦織伊代 音楽 GEN（Dur moll ・Vanir） 配給 イオ
ンエンターテイメント
　ふれあい橋付近の河川敷や個人宅などで撮影が行われました。ぜひ劇
場でご覧ください。
※6月から徐々にドラマなどのロケが再開されています。日野映像支援
隊では、慎重に感染防止策をとるよう制作会社に申し入れています。市
民の皆さまのご理解・ご協力をお願いします
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