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地域活動支援センターやまばと
～障害者のための社会交流事業
　いずれも対象 身体（車いす可）・
知的・精神障害のある市内在住者、
ボランティア申込 ①7/4㈫②5㈬～
18㈫までに電話 会場・問 同センタ
ー（☎582-3400）
①映画鑑賞会「こちら葛飾区亀有 公園前
派出所THE MOVIE2～トルネード大作戦」
日時 7/5㈬13:20～15:10
②ゲートボール
日時 7/19㈬13:30～15:30

女性限定「傷ついた心の回復
をめざす講座～精神的暴力・
社会的暴力」
日時 7/15㈯13:30～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了）など
費用 500円（資料代）
その他 1歳～未就学児の保育、手話通
訳あり※7/5㈬までに電話または
FAX
問 男女平等課（☎584-2733 FAX584-
2748）

日野市福祉のしごと見学会
日時 7/14㈮9:00～13:00
見学施設 デイホームにんじん万願寺、
特別養護老人ホームあすなろ、百草
ふくしの里あすなろ、東京光の家
申込 7/5㈬（必着）までに日野市社会
福祉協議会（ FAX583-9205 sanka
003＠hinosuke.org）へFAXまたは
メールで。氏名、年齢、性別、住所、
電話番号、保有資格・福祉職経験の
有無を記入
問 同協議会（☎582-2319）

七生中地区青少年育成会～
夏休みラジオ体操
日時 7/21㈮・22㈯、24㈪～26㈬ 7:10
～7:40
会場 七生中校庭※雨天の場合は同
校体育館
問 同会（宮下☎592-4663夜間）

三中地区青少年育成会～さ
といも観察会
日時 7/30㈰6:00～8:00※雨天中止
会場 石坂ファームハウス※会場が分
からない方は5:40百草団地アポロ広
場集合
内容 さといもの葉の朝露を集めて
はがきに字や絵を描く（軽食付）
申込 7/20㈭までに電話
問 同会（西山☎090-6032-8589）

三遊亭鳳志による夏の落語～
江島屋騒動など
日時 7/15㈯14:30から
定員 申込制で先着100人
費用 1,500円※学生・80歳以上・障
害者1,000円、小学生以下500円。付
き添いは要相談
申込 電話
会場・問 勤労・青年会館（☎586-
6251）

夏休み！絵てがみ体験～作品
制作から展示まで
日時 8/3㈭～5㈯①10:00～12:00②13:30
～15:30
会場 とよだ市民ギャラリー
内容 はがきとミニフレームまたは
エコバッグの制作※作品は展示可。
8/1㈫・2㈬・6㈰ 10:00～17:00に ミ
ニフレーム無料制作体験あり
対象 幼児は保護者同伴
定員 申込制で各回先着10人
費用 100円※エコバッグ代別途
申込 7/3㈪～28㈮に電話
問 日野市企業公社（☎587-6321）

ひの煉瓦ホール（市民会館）ロ
ビー100歳のピアノによるお
昼のミニコンサート
日時・出演 7/8㈯…河内なつみ氏・
小宮山由佳氏（いずれもクラリネッ
ト）、吉岡結花氏（ピアノ）、22㈯…
さおひめと歌う童謡と唱歌。いずれ
も12:30～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

七生公会堂ホワイエライブ
日時 7/12㈬15:00～16:00
出演 菅野美奈氏（ピアノ）、大野晃
氏（パーカッション）
会場・問 同施設（☎593-2911）

七生公会堂かわせみ寄席「古
今亭志ん朝の名演映像上映」
日時 7/26㈬15:00～16:00
定員 先着40人
会場・問 同施設（☎593-2911）

みんなで語ろう！みらいの図書
館像～市民ワーキングショップ
日時 7/22㈯17:30～20:00
対象 市内在住者
定員 申込制で先着30人
申込 7/4㈫10:00から中央図書館
（ library@city.hino.lg.jp）へ電
話またはメールで。氏名、年齢、住所、
電話番号を記入
会場・問 中央図書館（☎586-0584）

体験学習会～石田散薬を作
ってみよう
　新選組の副長土方歳三が行商して
いた石田散薬を、土方歳三資料館で
製造道具などを見学した後、原料（ミ
ゾソバ）の収穫から製造までを2日間
で体験しながら学びます。
日程・集合 ①7/29㈯10:00万願寺駅
②8/26㈯10:00郷土資料館※いずれ
も14:00解散予定
会場 郷土資料館
内容 ①土方歳三資料館見学、原料
の採集・乾燥作業②石田散薬つくり
対象 2日間参加できる方
定員 申込制で先着20人
費用 500円（土方歳三資料館入館料）
申込 7/5㈬から電話
問 新選組のふるさと歴史館（☎
583-5100）

普通救命講習
日時 7/30㈰9:00～12:00
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法な
ど
講師 日野消防署職員
定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 7/3㈪から電話
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

日野市民でつくる防災・減災
シンポジウム
日時 8/5㈯13:00～17:00
会場 実践女子大学（大坂上）
内容 第1部…福島大学特任教授・天
野和彦氏講演「いのちを守るために

必要なこと～東日本大震災・熊本地
震から見えてきたもの」、第2部…災
害時の課題について分科会に分かれ
て考える、第1分科会「思いやりのあ
る避難所運営」、第2分科会「今やろ
う！災害があっても自宅で過ごすた
めの準備」、第3分科会「地域の災害
時要配慮者を知ろう！」、第4分科会
「河川の危険を知ろう」
定員 申込制で先着150人
申込 7/1㈯から日野市ボランティア・
センター（FAX582-0082）へ電話、FAX
または日野市社会福祉協議会HP参加
フォームから申し込み。件名「8月5
日講演会」、氏名、電話番号、希望
分科会名（第2希望まで）を記入
問 日野市ボランティア・センター
（☎582-2318）

地域介護予防活動支援事業
～高齢者が元気で暮らし続け
られる地域を目指して
対象 65歳以上の方 その他 詳細は
問い合わせを 問 日野市社会福祉
協議会（☎584-1294）

高齢者にも優しいヨガ
日時毎月1回金曜日10:00～11:30会場
平山交流センター定員40人 申込 7/3
㈪から電話
転倒予防教室
日時 8/2㈬、9/6㈬13:30～15:00会場
シティハイツ日野旭が丘集会所定員
25人

初心者向けデッサン教室～洋
画家・小島善太郎の息づかい
を感じながらデッサンしてみ
ませんか
日時 8/20㈰・21㈪13:30～16:00
会場 小島善太郎百草画荘※公共交通
機関のご利用を
定員 申込制で各日先着10人
申込 8/15㈫までに電話
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

平山台文化スポーツクラブ
対象 20歳以上の方 申込 電話 問 同
クラブ（☎506-9979）

ぶらり街歩き
日程 7/14㈮ 集合 10:00JR分 倍河原
駅川崎方面一番線前寄り、15:00東
急電鉄二子玉川駅解散 コース 九品
仏駅～等々力渓谷～野毛大塚古墳～
五島美術館（約7㌔）費用 500円※昼

食代別途（上野毛駅前）
裏千家茶道教室
日時 毎月第1水曜日13:30～16:00
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 田中弘子氏（裏千家宗弘）
費用 1,300円（材料費込）
書道教室
日時 毎月第1・第3火曜日13:30～
16:00
会場 平山台健康・市民支援センター
費用 500円（材料費込）

文化講演会～真夏のクラシ
カルコンサート
「BS日本・こころの歌」でおなじみ
の声楽家白石佐和子さん、ピアニス
ト南雲彩さん、藤原歌劇団所属の澤
﨑一了さんをお招きして「真夏のク
ラシカルコンサート」を実施します。
日時 8/19㈯14:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

赤レンガプロジェクト企画～
谷川俊太郎&Diva詩の朗読と
歌のコンサート

日時 10/22㈰15:30から
会場 七生公会堂
出演 谷川俊太郎氏、谷川賢作氏、高
瀬麻里子氏、大坪寛彦氏
定員 280人
費用 3,000円※中学生以下2,000円、
親子券4,000円
チケット 7/4㈫からひの煉瓦ホール
（市民会館）、七生公会堂、e＋(イ
ープラス)で販売
問 文化スポーツ課（☎514-8462）
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代表☎

多摩地域最古のビール「TOYODA BEER（豊田ビール）」が
東京都の地域産業資源の指定を受けました

ひの新選組WAON寄付金贈呈式が行われました

　平成27年に復刻した「TOYODA BEER」が、
東京都の地域産業資源の指定を受けました。市
では「高尾ぶどう」「新選組ゆかりの史跡」、「高
幡不動尊」、「多摩動物公園」に続く5番目の指定
となりました。
　今回の指定は、官民連携プロジェクトによ
り復刻したこと、今後も日野産大麦を活用し
たビール製造を目指し、さらなる地元内での
連携が期待されている点、市内飲食店による
TOYODABEERの活用可能性などが評価され
たものです。

　6/4、イオンモール多摩平の森で、イオンリ
テール㈱から寄付金が贈呈されました。
　この寄付金は、日野市の商業および地域振興
を目的として「ひの新選組WAON」で電子決済
された金額の0.1％が寄付されるものです。
　なお、寄付金は、乳幼児健診、成人向けがん
検診、ウオーキング事業の参加者などに付与す
る「ひのくるポイント」として活用されます。


