
日時 6/10㈯9:00～ 12:00
内容 日野特産トマトの販売、トマトサ
ラダ、トマトを使用した各種試食会など
会場・問 ＪＡ東京みなみ七生支店（☎
591-2012）

費用 1,400円（テキスト代）申込 6/3
㈯から電話 会場・問 日野消防署（☎
581-0119）

起業するための知識・技術を
身につける創業スクール

　事業構想から資金調達などビジネ
スプランを作成するためのノウハウ
を学ぶ講座です。
日時・内容 下表の通り

※いずれも13:00～17:30
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）講師 浅川絢子氏（HerbNet
代表）など 対象 創業予定または創業
して間もない方 定員 申込制で先着20
人 費用 5,000円（テキスト代）その他 1
歳～未就学児の保育応相談※開催日
の10日前までに電話 申込 産業振興課

（☎514-8442 FAX 583-4483 sangyo
@city.hino.lg.jp）へ電話、FAXまた
はメールで。氏名、住所、電話番号
を記入問 産業振興課（☎514-8442）

人の保育あり※6/12㈪までに電話
申込 電 話 問 男 女 平 等 課（ ☎584-
2733）

ホタルの観察会～真堂が谷戸
蛍の会共催

　ホタルの生息環境は、ボランティ
アなどの努力によって守られていま
す。毎年観察できるよう、ルールを
守って初夏の夜の美しい光を愛でて
みませんか。

日程 6/21㈬ ※ 雨 天 の 場 合 は22㈭
集合 18:30百草園駅南口付近、21:00
解散 対象 往復で4㌔以上歩ける小
学生以上の市内在住者※小学生は保
護者同伴。坂道・階段あり 定員 申
込制で先着30人 申込 6/5㈪9:00から
電話問 緑と清流課（☎514-8309）

普通救命講習
日時 6/25㈰9:00～12:00 講師 日野消
防 署 職 員 定員 申 込 制 で 先 着10人

市長、井原徹氏（実践女子学園理事
長）、鹿嶋敬氏（（一財）女性労働協会
会長）、細江容子氏（第7期日野市男
女平等推進委員会長）対象 市民、学
生など その他 手話通訳あり。1歳～
未就学児先着4人の保育あり（6/7㈬
までに電話）問 男女平等課（☎584-
2733）

女性限定講座「傷ついた心の
回復をめざす講座～身体的暴
力・性的暴力」

日時 6/17㈯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
育および手話通訳あり※6/7㈬まで
に電話 問 男女平等課（☎584-2733）

市民プールイベント～水生生
物救出大作戦

　オープン前の市民プールでヤゴや
オタマジャクシなどの水生生物を観
察、採集します。

日時 6/18㈰13:30～14:30 対象 小 学
生と保護者 定員 20組※申込多数の
場合は抽選 申込 9㈮（消印有効）ま
でに〒191-0015川辺堀之内190番地
先日野市民プールへ 往復はがき で。往信
用裏面にイベント名、氏名、性別、
年齢、電話番号、返信用表面に住所、
氏名を記入 問 文化スポーツ課（☎
514-8465）

これからの「私らしいはたらき
方」を考えるサロン

日時 6/25㈰10:00～12:00 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 ワークショッ
プなどを通じて、ライフステージに
合った「私らしいはたらき方」を考え
る 講師 ハタラクラブ（働き方を考
える夫婦ユニット）対象 夫婦および
妊産婦の夫婦歓迎 定員 申込制で先
着15人 その他 1歳～未就学児先着4

記念行事
日野団塊世代広場₁₀周年
記念式典

日程 6/10㈯ 会場 平山交流センター
時間・内容 13:00～14:30記 念 式 典、
懇親会、14:30～16:00記念ジャズ
ライブショー 定員 100人 費用 500円
申込 電話で日野団塊世代広場（増永
☎090-6100-3416 FAX 843-8723) へ
問 企画経営課(☎514-8069)

趣味・教養
障害者のための社会交流事
業～ステンシル版画

日時 6/7㈬13:30～15:30 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 費用 100円（材
料費）申込 6㈫までに電話 会場・問
地域活動支援センターやまばと（☎
582-3400）

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 6/10㈯フォレスト・ミ

ディ、24㈯加藤香氏いずれも12:30
～13:00 会場・問 同 ホ ー ル（ ☎585-
2011）

東部会館料理教室～トマトを使っ
たフレッシュ野菜でイタリアン

日時 7/1㈯9:30～12:00 会場 同館 内容
トマトのキーマカレー、サラダピザ、
ディップで食べる魚と野菜のグリル、
パンナコッタなど 定員 申込制で先着
20人 費用 1,000円 申込 電話 問 同館

（☎583-4311）

₇月から開催～七生公会堂「ホ
ワイエライブ」出演者募集

日時 原則毎月第2水曜日15:00～16:00
内容 ジャンル不問でアコースティッ
ク楽器を中心にした演奏や歌※グラ
ンドピアノ常設 その他 ボランティ
アのため謝礼なし 会場・問 七生公
会堂（☎593-2911）

夏の体験ボランティア₂₀₁₇参
加者募集

日程 7/20㈭～8/31㈭ 活動場所 市内
の福祉施設・団体など 対象 小学生
以上の方 費用 500円（保険料含む）
申込 6/30㈮までに日野市社会福祉
協議 会 HP (http://www.hinosuke.
org/)から申し込みまたは日野本町
7-5-23同センターへ来所
説明会 日時 7/8㈯14:30～16:00 会場
一中※活動先の決定は説明会出席者
優先。活動先の担当者と日程調整、
相談あり

ひとり親家庭・障害児家庭レ
クリエーション参加者募集

日時 7/22㈯7:30～19:00 会場 東京デ
ィズニーシー対象・定員 ①ひとり親
で4歳～高校生の親子60人②障害児
家庭10世帯40人※複数回の参加者は
ご遠慮を。障害児世帯は親以外に介
助者1人可 費用 6,000円※中学・高校
生5,000円（障害のある場合4,500円）、
4歳～小学生3,500円（障害のある場合
3,000円）その他 ひとり親家庭・障害
児家庭を証明できる書類を提出
申込 6/20㈫（ 必 着 ）ま で に 〒191-
0011日野本町7-5-23日野市社会福祉
協議会「親子レク」係へはがきまた
はメール（ sanka004@hinosuke.

org）。「親子レク参加希望」、対象①
または②、親子および介助者の氏名・
フリガナ、生年月日、学年、住所、
携帯電話番号、障害名・車いすなど
使用の有無を記入※複数世帯での申
込不可 問 同協議会（☎582-2319）

昭和ノスタルジアコンサート
日時 9/30㈯15:00か ら 会場 七 生 公
会堂 出演 北海道歌旅座 費用 2,000
円※全席自由 チケット 6/1㈭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 日
野市市民会館文化事業協会（文化ス
ポーツ課内☎514-8462）

生活・環境
日野産農産物を使った手作り
パン教室

日時 6/6㈫・7㈬10:30～13:30会場 七
ツ塚ファーマーズセンタ－ 内容 イ
ングリッシュマフィン定員 申込制
で各日先着10人費用 2,300円 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

どころ

」出張販売
日時 6/8㈭・22㈭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)

手作り石けん販売
日時 6/8㈭13:00～14:00※ 完 売 次 第
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）

日野市・実践女子学園共同シン
ポジウム「ライフ・ワーク・バラ
ンスを考える」～共同イクボス
宣言から1年

日時 6/17㈯13:00～15:30 会場 実践女
子大学香雪記念館（大坂上）内容 ト
ークセッション「今なぜ働き方改革・
イクボス宣言」、パネルディスカッ
ション『「はたらく」と「せいかつ」を
考える、これからの取組』講師 コ
ーディネーター…宮原淳二氏（㈱東
レ経営研究所ダイバーシティ＆ワー
クライフバランス推進部長）、林田
香織氏（NPO法人ファザーリング・
ジャパン理事）、パネリスト…日野

催 し

日程 内容

₆/₂₅㈰ 　事業構想・経営理念

₇/₉㈰ 　マーケティング・販売戦略

₇/₂３㈰ 　雇用・人材育成

₈/₆㈰ 　税務・会計・事業開始の
　手続き

₈/₂₀㈰ 　ビジネスプラン発表会

日時 6/17㈯10:00～12:00
会場  七生公会堂※直接会場へ。公共交通機関のご利用を
内容  Ⅰ部　基調講演「子どもの貧困の現状と対策」阿部彩氏（首都大学東

京教授、子ども・若者貧困研究センタ
ー長）

　 　 Ⅱ部　阿部彩氏、福田憲明氏（明星大
学教授）、本村雄一氏（（社福）創隣会理
事長）、日野市長によるパネルディス
カッション

定員 先着300人
問 セーフティネットコールセンター
　（☎514-8542 ）

　市では、子供の貧困対策を総合的に進めるため、平成₂₉年₃月に「日野
市子どもの貧困対策に関する基本方針」を策定しました。見えにくいと
言われる子供の貧困の現状とその対策について、理解を深め、身近な問
題としてて考える機会としていただけるようシンポジウムを開催しま
す。多くの方のご参加をお待ちしています。

子どもの貧困に関する
シンポジウム

問 日野市ボランティア・センタ
ー（☎582-2318）

日野特産

トマト
　まつり
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