
子供・保護者向け
子育て中のパパにおすすめ〜
パパ料理研究家によるパパマ
マ子どもの食育講座

日時 7/2㈯13：30～15：00 会場 イオンモ
ール多摩平の森イオンホール講師 滝村
雅晴氏（㈱ビストロパパ代表取締役）
対象 市内在住・在勤者 定員 申込制で
先着100人 その他 本講座参加者は8/6
㈯「パパと子どもの料理教室」に先
行予約可 申 6/17㈮～30㈭に生活・保
健センター内健康課へ電話、 電子申請
または直接来所※土曜・日曜日を除く
問 健康課（☎581-4111）

図書館から
▶おはなし会（7月）高幡図書館（☎
591-7322） 日程 6㈬・20㈬中央図書館
（☎586-0584） 日程 13㈬・28㈭多摩平
図 書 館（☎583-2561） 日程 14㈭（ひよ
こタイム）・27㈬平山図書館（☎591-
7772） 日程 21㈭（ひよこタイム）百草
図書館（☎594-4646） 日程 22㈮
　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
詳細は各館に問い合わせ、 または図書
館 HP 参照
▶夏休み図書館仕事体験～ジュニア
スタッフ募集 日時・会場・定員・問下
表の通り 対象 全日参加できる市内在
住の中学生 申 7/1㈮10：00から各館に
電話または来館

檜原村都民の森で夏休みの思
い出を作ろう〜いきいき体験

「自然散策・木工教室」
日程 7/28㈭、 8/17㈬・26㈮のいずれか
1日 集合 7:30高幡不動駅周辺または7：
40多摩平第一公園、 17：00解散 対象
市内在住の小学3～6年生※保護者の
参加不可 定員 各40人※申込多数の場

合は抽選 費用 1,400円※材料費別途
その他 木工作品はティッシュ箱、 ペ

ン立て、 レターラック、 巣箱（5年生以
上）のいずれか一つ申6/30㈭（必着）ま
でに〒191-8686日野市子育て課いきい
き体験担当へはがき で（1人1枚）。住所、
氏名（ふりがな）、 学年、 性別、 電話番
号、 学校名、 希望日（第2希望まで）、
希望集合場所、 参加費支払方法（口座
振込または現金持参）、 希望木工作品
を記入問 子育て課 代表☎

万願寺交流センターまつり〜地
域にひろげよう、みんなの輪！

日時 7/2㈯9：30～12：00 会場 万願寺交
流センター 内容 茶道体験、手作りコ
ーナー、ラジオ体操ヨガな　

　ど 問 日野子育
てパートナーの会（☎587-6276）、 市地
域協働課（☎581-4112）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 同プール（☎583-5266）

着衣泳体験教室 日時 6/18㈯18：00～
20：45 対象 小学生以上※幼児は親子で
参加可 定員 申込制で先着30人 費用
300円※入場料別途 申 6/18㈯15：00ま
でに電話
初心者水泳教室 ①ラクラク息継ぎ
を覚えよう！②中学生あつまれ！
日時 7/21㈭～23㈯ ①16：00～17：30②

18：00～19：00対象①小学3～6年生②中
学 生 定員 申込 制で 先 着 ①7人 ②5人
費用 4,500円※入場料別途 申 6/17㈮

9：00～7/13㈬に電話
早起き5日間！子供水泳教室 日時
7/26㈫～30㈯9：00～10：00 対象 小 学
生 定員 15人※申込多数の場合は抽選
費用 7,500円※入場料別途 申 7/1㈮

（必着）までに〒191-0021石田1-11-1東
部会館温水プールへ はがき で。住所、
氏名、 学校、 学年、 電話番号、 泳力を
記入※7/6㈬以降に抽選結果通知
プール利用時間変更および臨時休業
　6/18㈯は教室実施のためご利用は
18：00までです。また、 6/21㈫・22㈬は
定期清掃のため休業します。

リ・エンジョイスポーツ〜お子さん・
お孫さんと一緒にスポーツを楽しん
でみませんか？一人参加も大歓迎

日時 6/26㈰、 7/3㈰・10㈰10：00～12：
00 会場 一小内容 卓球、 バドミントン、

ミニテニス、 ビーチボール、 ボッチャ
な　
　ど 持ち物 体育館履き、 飲み物、 タオ
ル※お持ちの方は用具 問 文化スポー
ツ課 代表☎

ぶらり街歩き〜分倍河原古
戦場を歩く

日程 7/8㈮集合 10：00京王線府中駅南
口 コース 大国魂神社～武蔵国府～分
倍河原古戦場～小野神社～聖蹟桜ヶ
丘 費用 500円（保険代な

ど） 申 電話 問
平山台文化スポーツクラブ（☎506-
9979）

趣味・教養
日野市シルバー人材センターから
会場・問 同センター（☎581-8171）

▶パソコン講習会（7月）…①パソコ
ン入門・Word入門 日時 2～23の毎週
土 曜 日13：00～15：00②Word基 礎・応
用 日時 24～8/14の毎週日曜日10：00～
12：00③Excel入門・基礎 日時 2～23の
毎週土曜日10：00～12：00④Excel応用
日時 30㈯・8/6㈯10：00～12：00⑤ デ ジ

カメ応用 日時 15㈮・22㈮10：00～12：00
⑥フォトムービー 日時 29㈮10：00～
12：00⑦Yahoo!メール（Webメール）
日時 30㈯13：00～15：00

　いずれも 対象 ①以外は文字入力が
できる方 費用 ①～③6,000円④⑤
3,000円⑥⑦1,500円 申 6/22㈬（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
▶布ぞうり講習会 日時 7/5㈫13：00
～15：00 定員 申込制で先着20人費用
500円（材料代な

ど）申 6/20㈪～ 24㈮に
電話

3Dプリンター活用教室
日時 6/22㈬・29㈬18：00～20：00 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 3Dプリ
ンターを使用した指導に興味のある
方 定員 申込制で先着4人 申 6/17㈮
から日野市商工会（FAX 586-6063
mn.kobayashi@shokokai-tokyo.
or.jp）へ電話、ＦＡＸまたは メール。住所、
氏名、 電話番号を記入 問 日野市商工
会（☎581-3666）、 市産業振興課 代表☎

催 し 認知症サポーター養成講座・
ステップアップ講座

認知症サポーター養成講座 日時
6/24㈮13：30～15：30ステップアップ講
座 日時 7/22㈮13：30～15：30 対象
6/10・24の養成講座受講者
　いずれも 会場 勤労・青年会館定員 申
込制で先着30人 申 電話 問 地域包括
支援センターあいりん（☎586-9141）、
同センターすてっぷ（☎582-7367）

自然観察会〜多摩川を下流に向かっ
て散策して河原に咲く花を観察

日時 6/25㈯※雨天中止 集合 9：30多
摩モノレール万願寺駅前、 12：30解散
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 6/24㈮までに電話
問 緑と清流課 代表☎

日野宿楽市楽座文化講座〜七夕祭
日時 7/1㈮～7㈭9：30～17：00 会場 日
野宿本陣 費用 200円※子供50円問 新
選組のふるさと歴史館（☎583-5100）

生活・環境
小・中学生による「子どもたち
からの人権メッセージ」発表会

日時 7/2㈯14：00～16：15 会場七生公会堂
※直接会場へ 問 市長公室市民相談担
当 代表☎

自死遺族支援事業〜日野市・
多摩市わかち合いの会

日時 6/26㈰14：00～16：00 会場 関戸公
民館（多摩市）※直接会場へ 内容 大切
な人を自死で亡くした方が集い、 気持
ちや思いをわかち合う 問 セーフティ
ネットコールセンター 代表☎

創業セミナー〜創業までの流れとポ
イント「経験を活かした女性の創業」

日時 7/7㈭10：00～12：30 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター ） 内容
創業体験談、 トークセッション 講師
小野朋江氏（ASIA Link代表） 対象 創
業予定または創業後間もない方 定員
申込制で先着30人 その他申込制で保
育あ　

　り 申 産業振興課（ FAX 583-4483
sangyo@city.hino.lg.jp）へ電話、 FAX
またはメール。氏名、 住所、 電話番号を
記入 問 産業振興課 代表☎

みんなの環境セミナー〜谷仲山
の水と緑を見る・知る・探る

日程 7/7㈭ 集合 10：00かわせみ館（環
境情報センター ）、 12：00解散講師 小
倉紀雄氏（東京農工大学名誉教授）、
杉浦忠機氏（日野の自然を守る会）申
6/17㈮から電話 問 同館（☎581-1164）

日野市民でつくる防災・減災
シンポジウム

日時 7/16㈯13：00～17：00 会場 実践女
子大学（大坂上）講演会 大切な人と地
域を守る～新潟県中越大地震の教訓
から学ぶ…佐藤知巳氏（防災サポート
おぢや理事長）分科会 第1…みんなで
考える避難所の運営第2…自助・共助
をあらためて問う！第3…災害時要配
慮者って？第4…水害に備える！定員
申込制で先着150人 申 日野市ボラン
ティア・センター （FAX 582-0082 hi
no-vc@hinosuke.org）へFAXまたは
メール。7/16講演会、 希望分科会名（第
2希望まで）、 氏名、 電話番号を記入
問 同センター （☎582-2318）

生活習慣病予防のために今で
きること〜食事と生活面から

日時 7/3㈰13：30～15：00 会場 イオン
モール多摩平の森イオンホール講師
中文美氏（朝比奈クリニック）定員 申
込制で先着80人 申 7/1㈮までに保険
年金課（ hoken_kyufu@city.hino.
lg.jp）へ電話またはメール。住所、氏名、
連絡先を記入問 保険年金課 代表☎

正社員を目指す若者就職面
接会in八王子

日時 6/27㈪13：30～16：00 会場 八王子
市生涯学習センタークリエイトホール
対象 34歳以下の既卒者持ち物 面接希

望企業数分の履歴書（写真貼付）問 ハ
ローワーク八王子（☎042-648-8634）

合同就職面接会in日野
事前対策セミナー 日時 7/21㈭14：00
～16：00 会場 イオンモール多摩平の
森イオンホール直前対策セミナー
日時 7/27㈬10：00～12：00 会場 新町交
流センター合同就職面接会 日時 7/27
㈬13：00～16：00 会場 新町交流センタ
ー
　いずれも 申 電話 問 東京しごとセ
ンター多摩（☎042-329-4524）

地域活動支援センターやま
ばと〜ステンシル版画

日時 6/24㈫9：30～11：30 対象 18～64
歳で身体（車いす可）・知的・精神障害の
ある市内在住者とボランティア 申
6/23㈪までに電話 会場・問 同センタ
ー （☎582-3400）

女性限定講座「ＤＶ・いじめなど
トラウマからの回復を目指して〜
傷ついた経験を力に変えませんか」

日時 7/16㈯14：00～16：00 会場 多 摩
平の森ふれあい館※直接会場へ
テーマ 精神的暴力・社会的暴力 講師
吉川しおり氏（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
保育あり。7/6㈬までに電話 問 男女
平等課（☎584-2733）

▶ 普 通 救 命 講 習 … 日時 7/3㈰9：00～12：
00 内容 心肺蘇生（成人）・AEDの使用方法
な　
　ど対象 小学4年生以上の方 定員 10人費用
1,400円（教材費）▶着衣泳教室 日時 7/3㈰
14：00～15：00※小雨実施 内容 川・海での
サバイバル術を学ぶ 対象 小学生と保護者
定員 10組

　いずれも 申 6/19㈰（消印有効）までに
〒191-0015川辺堀之内190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、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号を、返
信用表面に住所、氏名を記入※6/21㈫以降
に発表 問 文化スポーツ課 代表☎

日時 8/6㈯・20㈯・27㈯、 9/3㈯・10日 ㈯
14：00～16：00※6㈯ は13:30～17：00 会場
市民の森ふれあいホール 対象 全回出
席可能な高校生以上の市内在住・在勤・
在学者 定員 30人程度※申込多数の場
合は抽選 その他 講座修了者は東京都

「外国人おもてなし語学ボランティア」
登録 申 7/8㈮（必着）までに〒191-8686
日野市シティセールス推進課（FAX581-
2516 citysales@city.hino.lg.jp）へ
はがき、 FAXまたは メール で。郵便番号、
住所、 氏名、 ふりがな、 年齢、 性別、
職業、 電話番号、 メールアドレスを記
入 問 シティセールス推進課 代表☎

市民プールイベント

東京2020オリンピック・パ
ラリンピックに向けて～外国
人おもてなし語学ボランティ
ア育成講座

会場、問合せ先 日時 定員

 中央図書館☎586-0584 7/28㈭・29㈮
8：45 ～11：30

4人

 日野図書館☎584-0467 2人

 高幡図書館☎591-7322

7/28㈭・29㈮、
8/4㈭・5㈮

8：45 ～ 9：45

3人

 多摩平図書館☎583-2561 3人

 平山図書館☎591-7772 2人

 百草図書館☎594-4646 2人

催
し

催
し

広報　　　　第1377号　28.6.15 1011 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


