
定員 申込制で先着50人
申込 4/18㈫から電話
会場・問 郷土資料館（☎592-0981）

赤レンガプロジェクト企画
「LIVE café in 赤レンガ～元
オフコース　松尾一彦LIVE」

　プロの演奏をお楽しみください。
日時 6/10㈯18:00～20:00
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 松尾一彦氏（元オフコース）
定員 申込制で先着120人
費用 2,000円（ワンドリンク・軽食
付き）
申込 5/1㈪から電話または電子申請
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

姉妹都市盟約締結記念展「巽聖
歌と岩手県紫波町・日野市」
 1/30に岩手県紫波町と姉妹都市盟約
が締結されたことを記念して、紫波町
出身で、戦後の後半生を日野市で過ご
した、巽聖歌について紹介します。
日程 4/22㈯～7/9㈰9:00～17:00※月

日時・内容 右表の通り
講師 ボランティアスタッフ（リーダー）、日野市青少年委員の会
対象 自分の身の回りのことを自分でできる市内在住の小学5年～中学3
年生
定員 54人※申し込み多数の場合は抽選
費用 8,000円（全10回）
申込 5/8㈪までに〒191-8686日野市子育て課ジュニア担当へ往復は
がきで。往信用裏面に郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話
番号、学校名、学年、クラスを、返信用表面に住所、氏名を記入
問 子育て課（☎514-8579）

ジュニアリーダー
講習会

回数 日程 内容
1 6/4㈰ 開講式、仲間づくり
2 6/25㈰ お楽しみ企画
3 7/29㈯ かまど講習
4 8/20㈰～22㈫ 大成荘キャンプ
5 9/23㈷

お楽しみ企画
6 10/22㈰
7 11/11㈯ ナイトハイク
8 11/25㈯ あきなかだ
9 12/9㈯～10㈰ 冬キャンプ
10 12/23㈷ 閉講式

※時間、会場、持ち物は各回によって異なります。詳細は毎回
配布する「次回説明書」でお知らせします

趣味・教養
東京都子育て支援員研修の
受講者募集
　保育や子育て支援分野の各事業に
従事する上で必要な知識や技能など
を有する「子育て支援員」の養成研修
の受講者を募集しています。
　詳細は、東京都福祉保健財団HP
または東京都HPをご覧ください。
問（公財）東京都福祉保健財団子育
て支援員担当（☎03-3344-8533）

日野宿楽市楽座文化講座「端午
の節句～五月人形と吊し雛」
　日野宿本陣で五月人形や色鮮やか
な吊

つる

し雛など端午の節句ゆかりの飾
り付けを行います。
日時 4/25㈫～5/7㈰9:30～17:00※入
館は16:30まで
会場 日野宿本陣
費用 200円※小・中学生50円
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

勝五郎生まれ変わり物語公開講
演会～人々と共にある怪異
日時 5/21㈰13:30～15:00
講師 多田仁一氏（中央大学特任教
授）

曜休館
会場・問 郷土資料館（☎592-0981）

パソコン講習会（5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
その他 個人指導（1時間1,500円。訪
問2,500円）あり
申込 4/22㈯（必着）までに日野市シ
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
会場・問 同センター（☎581-8171）

生活・環境
ガーデニングコンテスト～自
慢のお庭をコンテストで発表
してみませんか
参加者募集
審査 一次…写真審査、二次…現地審査
申込 4/17㈪～5/10㈬ に 〒191-0016
神明2-13-1環境緑化協会へ写真（平
成28年6月以降に撮影したA4サイズ
1人3枚以内）と応募票（市役所1階市
民相談窓口、七生支所、豊田駅連絡
所、環境緑化協会で配布する実施要
領に添付）を郵送または持参
写真展～ガーデニングコンテスト応
募者全員の写真展示
日時 5/23㈫～6/6㈫8:30～17:15※
6/6㈫は15:00まで。日曜日を除く
会場 市役所1階市民ホール
問 環境緑化協会（☎585-4740）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業
日時 4/23㈰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）

野菜苗即売会
①JA東京みなみ七生支店
日時 4/22㈯・23㈰9:00～12:00※小雨
実施。売り切れ次第終了
内容 夏野菜の苗の販売など
問 同支店（☎591-2012）、市都市農
業振興課（☎514-8447）
②JA東京みなみ日野支店
日時 4/20㈭～5/15㈪9:00～16:00
内容 キュウリ、ナス、トマトなど
問 同支店（☎583-5670）、市都市農
業振興課（☎514-8447）

4月の自然観察会「春の里山を
訪ねて～珍しい野草が待って
いるよ」
日程 4/22㈯
集合 9:30百草園駅前、12:30同駅前
解散
内容 百草八幡宮や百草の緑地信託
地などで春に咲く草花を観察
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 4/21㈮までに電話
問 緑と清流課（☎514-8307）

わんわん教室～犬のしつけ
日時 4/23㈰10:00～11:00、11:00～
12:00※雨天中止。小雨実施

会場 日野市ドッグラン
講師 久保木直美氏（ジャパンケンネ
ルクラブ公認訓練士）
対象 市内在住者と飼い犬
定員 各回10組※申込多数の場合は
抽選
注意 首輪とリードをしていること
※ロング・伸縮リード不可
申込 4/18㈫までに〒191-0041南平
2-8-5ひのワンパークの会川島方わ
んわん教室へ往復はがきで。住所、氏名、
電話番号、希望時間、犬の犬種、雄
雌、歳、愛称、悩みや相談事を記入
問 環境保全課（☎514-8298）

「緑のボランティア指導者育
成講座・基礎講習」受講者募
集
　自然観察体験や緑地保全活動など
の指導者を育成する講座です。
日程 6/18㈰～9/2㈯のうち8日間（全
36時間）
対象 18歳以上で緑に関するボラン
ティア活動経験が1年間に10日以上
ある都内在住・在勤・在学者
定員 50人※申込多数の場合は抽選
費用 14,400円
申込 4/28㈮（消印有効）までに〒
163-8001東京都環境局緑環境課（FAX
03-5388-1379）へ郵送またはFAX
問 東京都環境局緑環境課（☎03-53
88-3555）

催 し

番号・講座名 日時 費用
①初めてのパソ
コン(基本操作)

5/12㈮･19㈮
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト含む）

②Word-1～簡
単な案内文作成
など

5/26㈮､ 6/2㈮
10:00～12:00

③Word-2～チ
ラシ作成など

5/6㈯･13㈯
10:00～12:00

④Word-3～地
図の作成など

5/20㈯･27㈯
10:00～12:00

⑤ Excel-1～ 基
本操作と計算な
ど

5/6㈯･13㈯
13:00～15:00

⑥ Excel-2～ 複
数シートの計算
など

5/20㈯･27㈯
13:00～15:00

⑦デジカメ-1～
写真の修整など

5/28㈰､ 6/4㈰
10:00～12:00

⑧インターネッ
トを楽しく活用

5/7㈰､ 14㈰
10:00～12:00

⑨ウイルス対策 5/21㈰
10:00～12:00

1,500円
（テキスト含む）

　2泊3日のキャンプを中心とした野外活動や、レクリエーショ
ン、地域交流などを行っています。さまざまな体験を通して、学
校・地域を超えた仲間がたくさんできます。
　リーダーや仲間たちと一緒に楽しく活動しましょう。

学校・地域を超えた
仲間をつくろう！

日時 5/14㈰ 10:00～11:30
会場 一小
定員 60人程度※申込多数の場合は抽選。結果は5/10㈬まで
に連絡
その他 更衣室はありません
申込 4/28㈮までに〒191-8686日野市シティセールス推進課
（ citysales@city.hino.lg.jp）へはがきまたはメールで。
参加希望者の住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス
（お持ちの方）、保護者氏名（未成年の場合）を記入
問 シティセールス推進課（☎514-8098）

　ひの新選組まつりの開催日に新選組の隊士になりき
って、誰もが気軽に楽しめるゲームです。

チャンバラ合戦参加者募集
スポンジ製の刀で相手の腕についた玉を落とすゲーム

オリンピック・パラリンピック参画プログラム 

催
し
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