
催 し
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
日時 7/22㈯10:00〜14:00※小雨実施、
雨天中止 会場 仲田の森蚕

さん
糸
し
公園

内容 シャボン玉、木工作、ロープ
遊びなど費用 200円（保険料含む）
申込 電話 問 伊野（☎587-1419）
大坂上中地区～ふれあいまつり
日時 7/22㈯10:00〜12:00※雨天実施
会場 大坂上中 内容 模擬店、手作り
遊び、ゲーム、地元産野菜の即売な
ど 問 奥住（☎583-1944）
三沢中地区～サバイバルキャンプ・ 
学校に宿泊して防災のことを考えよう  
日時 7/29㈯15:00〜30㈰11:30 会場 三
沢中 内容 防災食を食べてみよう、
避難所立ち上げゲーム 対象 小学4〜
中学2年生 定員 100人 費用 200円（保
険 料 ）申込 電 話 問 大 貫（ ☎090-
1433-9945）

中学生向け〜プログラミン
グ活用教室

日時 7/30㈰10:00〜15:00 会場明星大
学（程久保）内容 ①プログラミング
の考え方②基本的な命令式③簡単な
プログラミングの作成 講師 川原万
人氏（明星大学准教授）対象 中学生
定員 申込制で先着10人 申込 日野市
商工会（ FAX 586-6063 mn.koba

yashi@shokokai-tokyo.or.jp）へ電
話、FAXまたはメールで 問 日野市商
工会(☎581-3666)

図書館夏休みおはなし会（8月）
高幡図書館（☎591-7322）日程 2㈬
中央図書館（☎58６-0584）日程 9㈬・24㈭
多摩平図書館（☎583-25６1）日程 10
㈭（ひよこタイム）・23㈬
平山図書館（☎591-7772）日程 17㈭

（ひよこタイム）
百草図書館（☎594-4６4６）日程 25㈮
　いずれも 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 詳細は各館に問い合わせま
たは図書館HP参照

親子でエコクッキング〜捨て
る所なし！まるごと食べて夏
バテ解消！夏野菜編

日時 8/4㈮10:00〜13:00 会場 市民の
森ふれあいホール 講師 大原千絵美
氏（野菜ソムリエプロ）対象 中学生
以下と保護者 定員 申込制で先着20
組 費用 700円※ 未就学児無料 申込
7/31㈪までに畑中（☎042-843-1759 

Yokohatanaka7.27@gmail.
com）へ電話または メール 問ごみゼ
ロ推進課（☎581-0444）

集まれ！浅川と海をつなぐ
河口の「干潟」を見に行こう！

日程 8/9㈬ 集合 8:00市役所、15:30同
所解散 会場 大師河原干潟館（川崎
市）付近※貸切バスで移動 内容 浅川

レー 1種目1,000円 申込 8/4㈮14:00〜
20:00、8/5㈯10:00〜15:00に生活・保
健センターへ費用を持参 問 ①日野
市水泳連盟（馬場☎582-0005※平日
9:00〜18:00）②日野市体育協会（☎
582-5770）

生活・環境
日野市ひきこもり対策支援事
業〜家族のつどい

　わが子が「学校に行けない」、「ひ
きこもりの状態から社会参加ができ
ない」など同じ境遇にある家族を対
象に、情報交換を行える「家族のつ
どい」を開催します。
日時 7/22㈯14:00〜16:00 会場 多摩平
の森ふれあい館 講師 家族会を支援
している団体の方 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
7/20㈭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）

自死遺族支援事業〜日野市・
多摩市わかち合いの会

日時 7/23㈰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合う 問
セーフティネットコールセンター

（☎514-8542）

古Ｔシャツで作る布ぞうり講習会
日時 7/26㈬13:00〜15:00定員 申込制
で先着20人 費用 600円 申込 7/18㈫〜
21㈮に電話 会場・問 シルバー人材
センター（☎581-8171）

浅川水再生センター施設公開
〜夏フェスタ2017

日時 7/28㈮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※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)

日野産野菜を使った飾り巻
きすし教室

日時 7/24㈪10:30〜13:00 会場 七ツ塚
ファーマーズセンター内容 桃の花、
カエルの寿司定員 申込制で先着10

が流れつく川崎市の河口干潟で、八
王子市・川崎市の子供たちと一緒に
生き物観察など対象 市内在住の小
学5・6年生 定員申込制で先着15人
その他天候や川の状況により内容の
変更あり申込 7/18㈫9:00から電話
問 緑と清流課（☎514-8309）

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）

定例・大人の水泳教室 日時 8月の
毎週水曜・土曜日12:30〜13:30 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
ラクに長く泳ごう！平泳ぎ＆バタフ
ラ イ 教 室 日時 8/15㈫〜17㈭9:00〜
10:00 対象平泳ぎまたはバタフライ
で25㍍泳げる小学3〜6年生 定員 申
込制で先着7人 費用 4,500円※入場
料別途 申込 7/19㈬〜8/4㈮に電話

ちょこっとウオーキング〜真
夏のブルーベリー狩り

日程 8/6㈰※小雨実施 集合 8:30イオ
ンモール多摩平の森前広場※直接集
合場所へ コース 多摩平の森〜多摩
平第一公園〜和田農園（ブルーベリ
ー狩り）〜七ツ塚ファーマーズセン
ター（約3㌔）持ち物 雨具、飲み物
その他 参加者にひの新選組ポイント
200ポイント付与シールをプレゼン
ト 問 文化スポーツ課（☎514-8465）

市民体育大会①児童水泳記録
会②水泳競技

日時 8/27㈰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歳・40
歳・50歳以上、一般の部で各種目※
いずれも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種目100円②1種目300円、リ

人 費用 3,000円 申込 竹内（☎090-
7284-1947）へ電話問 都市農業振興
課（☎514-8447）

ポットマム・スプレー菊の育
て方講習会

日時 8/3㈭9:30〜11:30 会場 緑化交流
センター講師 志村進一氏（日野市菊
友会）定員 申込制で先着40人申込
7/18㈫から電話 問 日野市環境緑化
協会（☎585-4740）

記念行事
マルシェひらやま〜オープン
7周年記念セール

日時 7/24㈪9:00〜14:00※売切終了
会場 同施設 問 JA東京みなみ七生経
済店（☎591-2012）

趣味・教養
郷土資料館企画展「どっき土
器展〜七ツ塚遺跡を中心に」

日時 7/15㈯〜11/26㈰9:00〜17:00※
月曜休館。月曜日が祝日の場合は開
館し翌日休館 会場・問 同館（☎592-
0981）

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）

パステル絵画教室 日時 毎月第4水
曜日13:30〜15:30 会場平山台健康・
市民支援センター費用 500円（材料
費含む）
フラダンス教室 日時 毎月第1・第2・
第4火曜日13:30〜17:00 会場 平山台
健康・市民支援センター 講師 村井
世子氏（ハワイ州公認指導員）費用
500円※会員250円
上野原「要害山」山歩き 日程 7/25㈫
集合 8:10JR中央本線上野原駅改札
コースコヤシロ山〜要害山〜鏡渡橋
〜上野原（約6㌔）費用 500円

百草画荘（小島善太郎記念館）
夏休みイベント〜ギャラリー
トーク

日時 8月の毎週土曜日14:00〜14:30
会場 百草画荘※直接会場へ内容 小
島敦子氏（善太郎の次女）による善太
郎についてのギャラリートーク費用
300円※小・中学生100円問 文化ス
ポーツ課（☎514-8462）

障害者のための社会交流事
業〜映画鑑賞会「ズートピア」

日時 8/2㈬13:20〜15:10 対象 身体（車
いす可）・知的・精神障害のある方、
ボランティア 申込 7/18㈫〜31㈪に
電話 会場・問 地域活動支援センター
やまばと（☎582-3400）

パソコン講習会（8月）
日時・内容・費用 下表の通り 対象 ①
②以外は文字入力ができる方定員 3
人から開講 その他 個人指導（1時間
1,500円。訪問2,500円）あり申込 7/22
㈯（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 問 同センター
（☎581-8171）

番号・講座名 日時 費用
① パソコン体験
講座

8/20㈰
13:00〜15:00

1,000円
（テキスト代含む）

② 初めてのパソ
コン（基本操
作）

8/18㈮・25㈮
10:00〜12:00

各3,000円
（テキスト代含む）

③ Word-1〜簡
単な案内文
作成など

8/20㈰・27㈰
10:00〜12:00

④  Excel-1〜基
本操作と計
算など

8/19㈯・26㈯
13:00〜15:00

⑤ デジカメ-応
用

8/19㈯・26㈯
10:00〜12:00

⑥ G-mailの使
い方

8/4㈮
10:00〜12:00 各1,500円

（テキスト代含む）⑦ ウイルス対策 8/6㈰
10:00〜12:00

赤レンガプロジェクトから
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

稲村なおこコンサート
日時 9/10㈰14:00から
会場 七生公会堂 定員
280人 費用 1,500円
申込8/1㈫から電話ま
たは電子申請
飛日野ジャズフェスタ

日時 12/9㈯14:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）出演 タマドリー
ムジャズオーケストラなど 定員
1,000人 費用 2,000円 チケット 8/1㈫
からひの煉瓦ホール、七生公会堂、
e+（イープラス）で販売このほかにもさまざまなイベントを開催します。詳細は8月1日号に掲載します。

日野市平和事業 問 総務課（☎514-8128）

日時 8/5㈯14:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）

※直接会場へ
講師 被爆体験伝承者（広島市）

日時 8/20㈰12:30〜16:00
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 平和派遣事業参加者による報
告会、映画「この世界の片隅に」上映
対象 市内在住者
申込 8/5㈯（消印有効）までに〒

平和講演会〜戦争の記憶を風化させず、後世へと引き継ぐために

平和派遣事業報告会＆映画「この世界の片隅に」上映
191-8686日野市総務課「映画の集
い」係へ 往復はがき で（1人1通）。往信
用裏面に代表者氏名、住所、年齢、
電話番号、参加人数（2人まで）、
返信用表面に代表者の住所、氏名
を記入

市では8月を平和月間と定めています。
この機会に改めて平和の尊さについて考えてみませんか。

催
し
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