
生活・環境
健康づくり推進員ウオーキン
ググループ〜入梅の前に近代
とレトロの稲城市を巡る

日時 6/8㈬※雨天中止
集合 9：30京王相模原線若葉台駅改
札口、13：00大丸親水公園（南武線
稲城長沼駅付近）解散※直接集合場
所へ
コース上谷戸親水公園～稲城中央公
園～くじら橋～城山公園（8キロ）
費用 100円
持ち物 飲み物、雨具、帽子、健康
保険証
問 健康課（☎581-4111）

子供・保護者向け
プレママ（妊婦さん）集まれ

日時 5/27㈮10：30～11：30
会場 地域子ども家庭支援センター
万願寺※直接会場へ
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（6月）
高幡図書館（☎591-７322）
日程 1㈬・15㈬
中央図書館（☎586-0584）
日程 8㈬・23㈭
多摩平図書館（☎583-2561）
日程 9㈭（ひよこタイム）・22㈬
平山図書館（☎591-７７７2）
日程 16㈭（ひよこタイム）
百草図書館（☎594-4646）
日程 24㈮
　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

ベビーマッサージ〜
パパも一緒にどうぞ

日時 6/12㈰15：00～16：15
対象 生後3～ 5カ月児と保護者
定員 12組※初めての方優先
申 6/2㈭9:30から電話
会場・問 地域子ども家庭支援セン
ター万願寺（☎586-1312）

講演会〜子どもの食物アレルギー
日時 6/25㈯13：30～15：00
会場 生活・保健センター
講師 成田雅美氏（国立成育医療研
究センターアレルギー科医員）
対象 乳幼児～小学生の保護者、妊
娠中で安定期の方
定員 申込制で先着50人※1家族1人
まで。市民優先
その他 1歳6カ月～未就学児先着5人
の保育あり※要申込
申 5/17㈫から電話
問 健康課（☎581-4111）

生活・環境
日野市・多摩市わかち合い
の会〜自死遺族支援事業

日時 5/22㈰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
代表☎

ガーデニングコンテスト
応募作品写真展

日時 5/24㈫～6/7㈫8：30～17：15※ 日
曜日を除く。7㈫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）〜初夏の雑
木林で木々の新芽や草花観察

日程 5/28㈯
集合 9：30平山城址公園駅前、12：30
平山城址公園内解散
案内 日野みどりの推進委員の皆さま
費用 300円（資料代）
申 5/27㈮までに電話
問 緑と清流課 代表☎

趣味・教養
障害者のための社会交流事
業〜ミニゲーム大会

日時 5/27㈮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、
ボランティア

申 5/26㈭までに電話
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（☎582-3400）

市立病院患者の会・未病の会
第10回記念勉強会「肝臓に関
する2つの誤解！」

日時 6/4㈯10:00～11:30
会場 市立病院3階講堂
講師 金森英彬氏（同院内科医長・
救急科医長）
定員 100人※申込多数の場合は抽選
申 5/25㈬までに〒191-0062多摩平
4-3-1日野市立病院総務課へ 往復はがき
で（1人1枚）。住所、氏名、電話番号、

「未病の会勉強会参加希望」を記入
問 未病の会（貴志☎090-1537-1633）

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〜身体的暴力・性的暴力」

日時 6/18㈯14:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
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（ 6
/8㈬までに申し込み）
問 男女平等課（☎584-2733）

美輪明宏ロマンティック音楽会

日時 6/18㈯18:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
入場料 S席7,200円、A席5,400円※全
席指定
販売 ひの煉瓦ホール、七生公会堂、
東京労音府中センター
問 東京労音府中センター（☎042-
334-8471）、市文化スポーツ課 代表☎

無料セミナー〜女性がいき
いきと働くための職場づくり

日時・内容 6/22㈬10：30～12：30…企
業における法的留意点、13：30～15：

催 し 30…企業における働き方のポイント
会場 八王子労政会館
講師 新田香織氏（社会保険労務士）
対象 事業主、人事労務担当者など
定員 申込制で先着80人
申 電話
問 東京都労働相談情報センター八
王子事務所（☎042-643-0278）

赤レンガプロジェクト〜タマド
リームジャズオーケストラライブ

日時 6/25㈯14:00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 申込制で先着200人
費用 1,500円（ワンドリンク、軽食
付き）
申 電話
問 文化スポーツ課 代表☎

パソコン講習会（6月）
①パソコン入門・Word入門
日時6/19～7/10の毎週日曜日10：00
～12:00 費用 6,000円
②Word基礎・応用
日時 6/4～25の毎週土曜日10：00～
12：00 費用 6,000円
③Excel入門・基礎
日時 6/17～7/8の毎週金曜日10：00～
12：00 費用 6,000円
④Word応用Ⅱ
日時 6/3㈮・10㈮10：00～12：00 費用
3,000円
⑤Excel応用  
日時 6 / 1 8㈯・25㈯1 3：0 0～1 5：
00 費用 3,000円
⑥デジカメ入門  
日時 6/5㈰・12㈰10：00～12：00 費用
3,000円
　いずれも 対象 ①以外は文字入力
できる方 その他 3人から開講。個人
指導あり。1時間1,500円、訪問2,500
円 申 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

会場・問 同センター（☎581-8171）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室

初心者向けドル平こども水泳教室
日時 ①6/1～7/13の水曜日②6/2～
7/14の木曜日※いずれもⒶ16：00～
17：00Ⓑ17：00～18：00 。6 /22㈬・23
㈭を除く対象 泳げない小学生 定員
各15人 申 5/23㈪（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、電
話番号、希望曜日・時間、学校名、
学年、泳力を記入
3日間初心者水泳教室
日時 6/10㈮～12㈰16：00～17：30
対象 小学1・2年生 定員 申込制で先
着10人 費用 5,000円※入場料別途
申 5/17㈫～6/2㈭に電話
息継ぎを覚えよう！3日間水泳教室
日時 6/23㈭～25㈯16：30～18：00 対象
小学3年生以上の25ｍ泳げるように
なりたい方 定員 申込制で先着7人
費用 4,500円※入場料別途 申 5/17
㈫～6/15㈬に電話
　いずれも 会場・問 同温水プール

（☎583-5266）

さわやかウオーキング〜御
岳山ハイキング

日時 6/5㈰
集合 8：15JR青梅線立川駅ホーム前
方※受付後随時出発。直接集合場所
へ

コース ケーブル御岳山駅～御岳神
社～長尾平～天狗岩～綾広の滝（約
5キロ。山道3キロ）※雨天の場合は
コース変更あり
費用 交通費約3,000円
持ち物 雨具、飲み物、昼食、山登
り用の靴
問 文化スポーツ課 代表☎

市民体育大会
アーチェリー競技
日時 6/19㈰9：00から※荒天の場合
は26㈰ 会場 市民陸上競技場 種目一
般男女（リカーブ・コンパウンド）、
中級男女・初級男女・ジュニア男女

（リカーブ）費用 高校生以上600円
※中学生以下無料 申 6/10㈮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
ゲートボール競技
日時 6/5㈰8：30か ら ※ 予 備 日11㈯
会場 浅川スポーツ公園 対象 市内在
住・在勤・在学者で構成されたチー
ム（主将を含め5～8人）申 5/23㈪（必
着）までに申込用紙（市役所3階文
化スポーツ課、日野市体育協会事務
局、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（FAX 582-5770）
へ郵送またはFAX
　いずれも 問 同事務局（☎582-57
70）

健康

日時 8/18㈭14：00から
会場 オリンパスホール八王子
出演 東京交響楽団、八王子ユース弦楽アンサンブル
定員 1,500人※申込多数の場合は抽選
費用 保護者は1,500円
その他 指揮者体験、バックステージツアー、楽器紹介教室などあり
申 6/18㈯（必着）までに〒192−0066八王子市本町24−1八王子市学園
都市文化ふれあい財団へ 往復はがき で（1枚で4人まで）。往信用裏面に事業
名、代表者の住所・氏名・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、楽器紹介教室、指揮
者体験希望の方はその旨を、返信用表面に住所、氏名を記入
問 子育て課 代表☎

日野市・八王子市・八王子市学園都市文化
ふれあい財団共同事業～子ども体験塾

「オーケストラ・ワンダーランドへようこそ」

催
し

催
し

1011 市役所　　　 585ー1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎ 広報　　　　第1375号　28.5.15




