
子供・保護者向け
ベビーマッサージ～パパも
一緒にどうぞ
日時 7/29㈯15:00～16:00
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12組
申込 7/14㈮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（☎589-1260）

みんなで話そう！シングルママ・
パパの集い～ひとり親同士で気
軽におしゃべりしませんか
日時 7/23㈰15:00～16:30
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（☎586-1312）

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？
日程 7/24㈪～31㈪
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（☎586-1312）、同センター
多摩平（☎589-1260）

夏休み子ども講座～探検！
高幡不動尊と勝五郎生まれ
変わり物語
日時 7/23㈰9:15～12:30
会場 高幡不動尊五重塔地下ホール
内容 程久保に伝わる生まれ変わっ
た少年の不思議な話を学び、お墓や
ゆかりの場所を見学※護摩法要あ
り。希望しない場合は別プログラム
講師 勝五郎生まれ変わり物語探求
調査団
対象 小学生※保護者・幼児同伴可
定員 申込制で先着20人
申込 7/4㈫9:00から電話
問 郷土資料館（☎592-0981）

移動ひろば～地域で子育て
なかまを見つけよう！
日時 7/13㈭10:20～11:30
会場 日野台二丁目地区センター
対象 乳幼児と保護者
問 地域子ども家庭支援センター万願
寺（☎586-1312）、同センター多摩平
（☎589-1260）

クリーンセンターに見学にきませ
んか「夏休みごみ探検隊」および最
終処分場見学会参加者募集
問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

夏休みごみ探検隊
日時 7/24㈪～26㈬午前…9:00～11:50、
午後…13:30～16:20 会場 クリーンセ
ンター 対象①小学1～4年生と保護
者②小学5・6年生、中学生※未就学
児の同伴不可 定員 申込制で各回先
着40人 申込 7/3㈪8:30から電話※①
は一家族まで②はグループ3人まで
申し込み可
最終処分場見学会
日時 8/24㈭8:30～16:00対象クリーン
センターを見学したことがある市内
の小・中学生の親子※過去に最終処
分場見学会に参加された方を除く
内容 見学後つるつる温泉で昼食、入
浴あり 定員 申込制で先着19組38人
申込 7/3㈪8:30から電話

夏休みジュニアスタッフ募
集～図書館の仕事を体験し
てみませんか
日時・会場・定員下表の通り
対象 全日参加できる市内在住の中
学生
申込 7/4㈫10:00から各館に電話また
は来館

施設名 日 時 定員
中央図書館
（☎586-0584） 7/27㈭･28㈮

8:45～11:30
4人

日野図書館
（☎584-0467） 2人

高幡図書館
（☎591-7322）

7/27㈭・28㈮、
8/3㈭・4㈮
8:45～9:45

各3人多摩平図書館
（☎583-2561）

平山図書館
（☎591-7772） 各2人百草図書館
（☎594-4646）

日野宿こども発見隊～夏休み！
親子で調べよう日野用水
日程 7/29㈯
集合 9:30新東光寺地区センター、
12:00同所解散
内容 用水に住む生き物を観察し、図
書館の本で調べる
講師 日野宿発見隊メンバー
対象 小学生以上の親子
定員 申込制で先着20組
その他 貸出用の網・バケツあり
申込 7/6㈭～27㈭に電話または日野

図書館へ
問 日野図書館（☎584-0467）

東京都・日野市共催～夏休
み親子実験講座「ハム・ソー
セージの発色剤検出テスト
にチャレンジ！食品添加物
について考えてみよう」
日時 8/5㈯10:00～12:00
会場 生活・保健センター
講師 澤木佐重子氏（コンシューマー
技術教育研究会）
対象 市内在住の小学5・6年生と保
護者
定員 申込制で先着12組
費用 1人50円
その他 7/18㈫までに申込制で1歳児
以上の保育あり
申込 7/3㈪から電話
問 地域協働課（☎581-4112）

第3回日野市環境かるた大会
　環境かるたを覚えて省エネし、友
達同士力を合わせて大会に参加しま
せんか。
日時 9/10㈰9:00～17:00
会場 市民の森ふれあいホール
内容 ペア戦（2人1組）U8（小学1・2
年生）、U10（小学3・4年生）、U12（小
学5・6年生）、親子（小学生と保護者）
対象 市内在住者
定員 申込制で各カテゴリー先着40組
申込 7/4㈫9:00～20㈭17:00に電話
問 環境保全課（☎514-8294）

生活・環境
日野産農産物を使った手作り
パン教室
日時 7/3㈪10:30～13:30・4㈫10:30～
13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 抹茶パン、野菜のゼリー
費用 2,300円
定員 各日先着10人
申込 パン教室ラ・リュンヌ（竹内☎
090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売
日時 7/13㈭・27㈭12:00～13:00
会場 市役所1階正面玄関付近
問 都市農業振興課（☎514-8447）

日野市共催・八王子市雇用対
策連絡会主催～若者就職面接
会in八王子
日時 7/7㈮13:30～16:00
会場 八王子学園都市センター
対象 正社員を目指す34歳以下の既
卒者
持ち物 履歴書（写真貼付）を面接希
望企業数分
問 八王子市産業政策課（☎ 042-620-
7252）、ハローワーク八王子（☎042-
648-8634）

東京しごとセンター多摩から
申込 電話 問 東京しごとセンター
多摩（☎042-329-4524）

全年齢層対象～地域就職面接会 in日野
日時・内容 7/6㈭10:00～12:00…直前
対策セミナー、13:00～16:00…合同
就職面接会会場 新町交流センター
女性のための再就職支援セミナー
日時 7/11㈫13:00～15:00 会場 多摩平
の森ふれあい館対象 就職活動中ま
たはこれから働こうとしている女性

日野市環境緑化協会から
会場 緑化交流センター 申込 7/3㈪
から電話 問（公財）日野市環境緑
化協会（☎585-4740）

子ども昆虫教室
日時 7/15㈯10:00～12:00 講師 中村芳
樹氏（日本甲虫学会員）、森川正昭氏
（日野の自然を守る会）定員 申込制
で先着15人

大菊（福助）の育て方講習会
日時 7/20㈭9:30～11:30 講師 志村進
一氏（日野市菊友会）定員 申込制で
先着40人 その他 参加者に菊花コン
テスト用の大菊苗を配布

手作り石けん販売
日時 7/13㈭13:00～14:00※完売終了
会場 生活・保健センター前庭
問 日野第一生活学校（☎581-0265）

7月の自然観察会～夜の雑木
林を観察しよう
日程 7/20㈭
集合 18:30南平丘陵公園管理棟前、
20:00同所解散※駐車場なし。公共
交通機関のご利用を
内容 昆虫などの観察※雨天の場合
は南平丘陵公園管理棟で学習会
講師 川那部真氏（昆虫博士）
案内 日野みどりの推進員
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 7/19㈬までに電話
問 緑と清流課（☎514-8307）

キャリアアップ講習（7月）
募集科目 ①集中力を高めるWebサ
イト作成②セルフサービスBIによ
るビッグデータ分析など
対象 中小企業に在職中（派遣・契約
社員、パート含む）の都内在住・在
勤者
その他 詳細は問い合わせを
問 多摩職業能力開発センター府中校

（☎042-367-8204）

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
日時 7/23㈰9:30～12:00
会場 黒川清流公園、カワセミハウス
講師 森川正昭氏（日野の自然を守る
会）
定員 申込制で先着30人
申込 7/4㈫から電話
問 カワセミハウス（☎581-1164）

カワセミハウス写真展～日野
の昆虫たち
日時 7/20㈭～ 25㈫
写真提供 森川正昭氏（日野の自然を
守る会）
会場・問 カワセミハウス（☎581-1164）

夏休み処分場見学会～東京た
ま広域資源循環組合主催「ご
みのゆくえを知ろう！」
日程 ①8/4㈮②18㈮
集合 ①八王子駅南口②立川北口公園
見学先 午前…①八王子戸吹クリーン
センター②多摩ニュータウン環境組
合、午後…最終処分場
対象 多摩地域在住・在勤・在学者
※小学生は保護者同伴
費用 500円（昼食代）
定員 各日40組80人
申込 7/18㈫までに申し込み※詳細は
東京たま広域資源循環組合HP参照
問 同組合（☎042-597-6152）
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第
２
回 アユまつり 　浅川アユまつりでは、ピストン釣り大会、

魚のつかみ捕りの参加者を事前募集します。
楽しい体験型イベントにぜひ親子そろってご
来場ください。

日時 8/13㈰※荒天中止。当日雨が降っていなくても川の増
水の恐れがある場合など、開催場所の変更または中止になる
場合あり
協力 多摩川漁業協同組合、浅川潤徳水辺の楽校推進協議会
問 環境保全課（☎514-8294）

体験型イベント
Aコース（ピストン釣り大会）
対象 市内在住の小・中学生 定員 100人
Bコース（魚のつかみ捕り）
対象 中学生以下の市内在住者 定員 400人
　いずれも その他 申込多数の場合は抽選※当選者のみ7/20
㈭頃までに郵送で通知 申込 7/3㈪～14㈮に右記QRコード
から電子申請または環境保全課（ FAX583-4483）へFAXで。
希望コース、氏名、学年、郵便番号、住所、電話番号を記入


