
会場へ 対象 第1子妊娠中の方 問 同
センター（☎586-1312）

図書館おはなし会
高幡図書館(☎591-7322)
日程 6/7㈬・21㈬
中央図書館(☎586-0584)
日程 6/14㈬・22㈭
多摩平図書館(☎583-2561)
日程 6/8㈭（ひよこタイム）・28㈬
平山図書館(☎591-7772)
日程 6/15㈭（ひよこタイム）
百草図書館(☎594-4646)
日程 6/23㈮
　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 ひよこタイムは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は各館に問い合わせまたは
図書館 HP参照

スポーツ
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）

山歩き～ 子の権現・豆口山日程 5/23
㈫ 集合 6:50JR八王子駅八高線川越
行ホーム先頭車両付近 距離 約9㌔（約
4時間）費用 500円※交通費別途
太極拳教室 日時 毎週木曜・金曜日
10:00～11:30 会場 平山台健康・市民
支援センター 指導 古賀眞知子氏、
大平弘子氏（いずれも公認指導員）
費用 500円※会員200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 指導 高垣久仁子氏（公認指導
員）費用 500円※会員250円
樹脂粘土（パンフラワー）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 費用
800円(材料費含む)

市民体育大会
ゲートボール競技 日時 6/4㈰8:30か
ら※予備日8㈭ 会場 浅川スポーツ公
園 対象 市内在住・在勤・在学者5～8
人で構成されたチーム 申込 5/22㈪
（必着）までに申込用紙（市役所3階文
化スポーツ課、市民陸上競技場、南
平体育館にあり）を〒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（☎ FAX582-5770）へ郵送
またはFAX

生活・環境
ガーデニングコンテスト応募
作品写真展
日時 5/23㈫～6/6㈫8:30～17:15※日
曜日を除く。最終日は15:00まで
会場 市役所1階市民ホール問（公
財）日野市環境緑化協会（☎585-
4740）

自然観察会（5月）「初夏の浅川を散
策しよう～サイカチの花を見よう」
日程 5/27㈯ 集合 9:30京王線長沼駅
前、12:30平山城址公園駅前解散

内容 長沼橋から河原に咲く草花を
観察案内 日野みどりの推進委員の
皆さま 対象 小学生以下は保護者同
伴 費用 300円 (資料代) 申込 5/26㈮
までに電話問 緑と清流課（☎514-
8307）

日野市・多摩市わかち合いの会
～自死遺族支援事業
日時 5/28㈰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）

ア ー チ ェ リ ー 競 技 日時 6/11㈰
9:00から※荒天の場合は25㈰ 会場
市民陸上競技場 種目 リカーブ・コ
ンパウンド、36射×2※詳細は実施
要項参照 費用 600円※高校生300円、
小・中学生無料 申込 6/2㈮までに日
野市体育協会事務局（☎FAX582-5770、
h-taikyo@keh.biglobe.ne.jp）

へ電話、FAXまたはメールで。種目、
氏名、年齢（学年）、電話番号を記入
　いずれも 問 同協会事務局（☎582
-5770）

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 東部会館温水プール

（☎583-5266※9:30～20:30）

①無料水中ウオーキングアドバイス
②無料スイミングアドバイス 日時
6/2㈮①11:00～11:30②11:30～12:00
※直接会場へ費用 入場料別途
3日間こども水泳教室 日時 6/22㈭～
24㈯16:30～18:00 対象 水慣れしてい
る小学3～6年生 定員 先着10人費用
4,500円※入場料別途 申込 5/17㈬～
31㈬に電話

健康
国保健康講座
①パフォーマンス・マネジメント～
ストレス解消のための行動分析学
日時 6/4㈰13:30～15:00 講師 保立大
氏（七生病院）
②あなたの血圧大丈夫？～高血圧
を予防する生活習慣とは
日時 7/2㈰13:30～15:00 講師 小松尚
子氏（小松医院）
　いずれも 会場 イオンモール多摩平
の森イオンホール定員 100人 その他
講座参加者にひの新選組ポイントを
300ポイントプレゼント。利用にはひ
の新選組WAONカードが必要です。
カードをお持ちでない方にはカード
をプレゼント 申込 ①6/2㈮②30㈮ま
でに保険年金課( hoken_kyufu
@city.hino.lg.jp)へ電話またはメー
ルで。住所、氏名、連絡先を記入
問 保険年金課（☎514-8276）

趣味・教養
障害者のための社会交流事業～
映画鑑賞会「クレヨンしんちゃん 
ガチンコ逆襲のロボとうちゃん」
日時 5/17㈬13:30～15:10 対象 身体（車
いす可）・知的障害のある市内在住者、
ボランティア 申込 電話 会場・問 地
域活動支援センターやまばと（☎582-
3400）

保護者向け～読み聞かせに向
く絵本の紹介
日時 5/19㈮10:30～11:00 会場 高幡図
書館※直接会場へ 対象 小学校など
で読み聞かせをする方 その他 詳細
は図書館HP参照 問 同図書館（☎591-
7322）

パソコン講習会（6月）
日時・内容 下表の通り 対象 ①以外
は文字入力ができる方 定員 3人か
ら開講 費用 各3,000円（テキスト代
含む）その他 個人指導（1時間1,500
円。訪問2,500円）あり 申込 5/22㈪（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）

絵本読み聞かせ入門講座
日時 6/1㈭9:30～11:30 会場 中央公
民館 内容 集団に対する読み聞かせ
の仕方、本の選び方、実習など 対象

読み聞かせに興味のある市民（初心
者向け）定員 申込制で先着15人
その他 詳細は図書館 HP参照 申込
5/17㈬10:00から日野図書館へ電話ま
たは来館 問 同図書館（☎584-0467）

七生公会堂～かわせみ寄席
映像編
日時 5/24㈬15:00～16:00 内容 古今亭
志ん朝の名演映像 定員 先着40人
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

女性が働きやすい職場のため
の法知識セミナー
日時・内容 6/21㈬…均等法・育児
介護休業法改正など、22㈭…セクシ
ュアルハラスメント・マタニティハ
ラスメント・パタニティハラスメン
トなどの裁判例・事例いずれも14:
00～16:00 会場 八 王 子 労 政 会 館
講師 今津幸子氏（弁護士）対象 使用
者、人事労務担当者、テーマに関心
のある方 定員 80人 その他 申込制
で手話通訳あり 申込 TOKYOはた
らくネット HPから申し込み 問 東京
都労働相談情報センター八王子事務
所（☎042-643-0278）

LIVE café in赤レンガ  宇野
未祐紀スイートトリオLIVE
日時 7/8㈯18:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）定員 申込制で先
着120人 費用 1,500円※ワンドリン
ク・軽食付き 申込 6/1㈭から電話ま
たは電子申請 問 文化スポーツ課
（☎514-8462） 

子供・保護者向け
プレママ（妊婦さん）集まれ～初産
婦さん同士でお話ししましょう
日時 5/26㈮10:30～11:30 会場 地域子
ども家庭支援センター万願寺※直接

催 し

日時 5/27 ㈯ 10:00～15:00 会場 PlanT（多摩平
の森産業連携センター） 内容 CAD ソフトの
基礎（FreeCAD）、3Dプリンターによる造形
講師 川原万人氏（明星大学准教授） 対象 小学
5年～中学生と保護者 定員 申込制で各回先着 4
組 申込 日野市商工会（☎ 581-3666 FAX 586-
6063 mn.kobayashi@shokokai-tokyo.
or.jp）へ電話、FAX またはメールで。住所、
氏名、学年、電話番号を記入 問 同会（☎ 581-
3666）

　話題のものづくりツール「3Ｄプリンター」を活用し、アイデアを形にする方法
を学ぶ教室です。教室で設計したデータは 3Ｄプリンターで造形を行い、後日お渡
しします。

　　プリンター活用教室

番号・講座名 日時
①初めてのパソコン
(基本操作)

6/17㈯･24㈯ 
13:00 ～ 15:00

②Word-2～チラシ作
成など

6/9(金)･16(金)
10:00 ～ 12:00

③Word-3～地図の作
成など

6/23(金)･30(金) 
10:00 ～ 12:00

④Word-4～ページ番
号など文書作成

6/3(土)･10(土) 
10:00 ～ 12:00

⑤Excel-3～複合グラ
フ、関数など

6/3(土)･10(土)
13:00 ～ 15:00

⑥デジカメ-2～写真の
加工など

6/17(土)･24(土)
10:00 ～ 12:00

⑦Excel-1～基本操作
と計算など

6/11(日)･18(日)
10:00 ～ 12:00

⑧Excel-2～複数シー
トの計算など

6/25(日)､ 7/2(日)
10:00 ～ 12:00

子ども体験塾

オーケストラ・
ワンダーランドへようこそ！

　　プリンター活用教室　　プリンター活用教室　　プリンター活用教室　　プリンター活用教室

※写真はイメージです

日時 8/22㈫14:00～15:30
会場 オリンパスホール八王子
出演 東京交響楽団、みなみ野中学校
対象 日野市、八王子市に在住・在学の
小・中学生、高校生と保護者※小学生
は保護者同伴
定員 1,500人※申込多数の場合は抽選
費用 保護者のみ1,500円
申込 6/30㈮(必着)までに次のいずれか
の方法で
①㈱ヴォートル・チケットセンター（FAX

03-5355-1276）
②(公財) 八王子市学園都市文化ふれ
あい財団HPから
いずれも「オーケストラ・ワンダーラン
ド」、代表者名、住所、電話番号、参加
人数、応募者全員の氏名(ふりがな) 、
学校名・学年※バックステージツアー
（21日または22日）、指揮者体験、楽器
体験教室を希望の場合はその旨を記入
問 (公財) 八王子市学園都市文化ふれ
あい財団(☎042-621-3005)

　東京交響楽団による大迫力のサウンドがホールいっぱいに響き渡ります。
今年は、みなみ野中（八王子市）との共演も行います。
　また、指揮者体験やバックステージツアー（8/21㈪・22 ㈫）、楽器体験
教室など、子供たちの五感を刺激するプログラムも用意しています。

催
し

催
し
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