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代表☎

生活・環境
日野宿楽市楽座文化講座〜
江戸学講座
端午の節句～五月人形とつるし雛

　日野宿本陣ゆかりの五月人形や色
鮮やかなつるし雛を展示するほか、
端午の節句の民俗行事にちなんだ飾
り付けも行います。
日時5/8㈰までの9：30 ～ 17：00
費用200円※小・中学生50円
江戸の音曲と落語の会
日時5/21㈯17：30 ～ 20：00
出演三遊亭圓窓（落語）、福原徹秋（篠
笛）など
対象中学生以上の方
定員申込制で先着50人
費用700円※中学生550円
申5/3㈷から電話
その他5/21㈯は、講座開催のため
日野宿本陣は15：00で閉館します
　いずれも 会場 日野宿本陣 問 新選
組のふるさと歴史館（☎583-5100）

３Ｄプリンター活用教室
　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。教室の
中で設計したデータは、３Ｄプリン
ターにより造形を行います。
日時5/11㈬・18㈬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（Free CAD）、
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5/3㈷ か ら 日 野 市 商 工 会（FAX
586-6063 mn.kobayashi@sho 
kokai-tokyo.or.jp） へ 電 話、FAX

またはメールで。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☎

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5/14㈯…田中香織氏（ピ
アノ）・吉田杏奈氏（フルート）、
28㈯…竹津香織氏（バイオリン）・
樋口周子氏（ピアノ）。いずれも
12：30 ～ 13：00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

七生亭「かわせみ寄席」〜大
いに笑って福を呼びましょう

日時5/12㈭18：30 ～ 20：30
出演三遊亭窓里、三遊亭吉窓
定員先着300人※直接会場へ
費用500円
その他チケットは七生公会堂、ひの
煉瓦ホールで販売中
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

ロボットプログラム教室
　ライントレースロボットの概要
と、プログラム作りの基礎講座です。
日時5/21㈯・28㈯13：00 ～ 16：
00※１日の参加も可
会場明星大学（程久保）※1日の参
加も可
内容ライントレースロボットの仕組
み、トレースプログラムの原理、プ
ログラム作成法、マイクロマウス大
会について
講師 飯島純一氏（明星大学教授）、
川原万人氏（同大学准教授）
対象小学5年生～中学生
定員申込制で先着5人
申5/3㈷から（FAX586-6063 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
問日野市商工会（☎581-3666）

あなたも立てる！一流ソリス
トと歓喜の舞台に〜合唱団員
募集

　平成29年1/22㈰にひの煉瓦ホー
ル（市民会館）で行われる藝術文化
の薫るまちコンサートでベートーベ
ン「第九」などを歌う合唱団員を募
集します。
　初心者も経験者も一緒になって音
楽の素晴らしさを共有しましょう。
日時6/5㈰からの原則日曜日9：00
～ 12：00※月２・３回で全20回
練習場所新町交流センターなど
講師泉智之氏（合唱指揮）、松嶋弥
生氏（ピアノ）
費用13,000円（年会費含む）※別
途楽譜代が必要
その他コンサートでは村上敏明氏な
ど一流ソリストと共演
申5/30㈪（必着）までに〒191-
0012ひの煉瓦ホール内藝術文化の
薫るまちinひの実行委員会へ往復はがき
で。往信用裏面に住所、氏名、生年
月日、電話番号、希望パート、合唱
経験を、返信用表面に住所、氏名を
記入
問同会（☎090−9970−0340）

高校生限定！夏の病院職場体
験〜市立病院オープンホスピ
タル参加者募集

　病院の仕事に関心のある高校生を
対象に、夏休みに病院施設見学会

「オープンホスピタル」を開催しま
す。ぜひご参加ください。
日程7/21㈭・22㈮
会場市立病院
対象高校生
定員16人※申込多数の場合は抽選
申5/27㈮（必着）までに申込用紙

（ 市 立 病 院 HP か ら ダウンロード 可 ） を
〒191-0062多摩平4-3-1市立病院
総務課（FAX587-3408 h-soumu@
city.hino.lg.jp）へ郵送、FAXまた
はメール
問市立病院総務課（☎581-2677）

生活・環境
農あるまち日野「みのり處

どころ

」
出張販売

　七ツ塚ファーマーズセンターの物
販コーナー「みのり處」が、市役所
１階に臨時出店をします。新鮮な旬
の日野市産農産物などをご購入くだ
さい。
日時5/12㈭・26㈭12：00 ～ 13：00

催 し 会場市役所１階正面玄関付近
問都市農業振興課代表☎

日野産農産物を使った手作
りパン教室

日時5/16㈪・17㈫10：30 ～ 13：30
会場七ツ塚ファーマーズセンタ−
内容塩豆パンなど
定員各日先着10人
費用2,100円
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内☎
090-7284-1947）

手作り石けん販売
日時5/12㈭13：00 ～ 14：00
会場生活・保健センター前庭
問第一生活学校（☎581-0265）

障害者のためのイベント「映
画鑑賞会・紅の豚」

日時5/13㈮9：50 ～ 11：30
対象身体(車いす可)・知的・精神障
害のある市内在住者と随行者
申5/6㈮までに電話
会場・問 地域活動支援センターや
まばと（☎582-3400）

パートタイム就職支援セミ
ナー in 高幡

日時5/13㈮10：00 ～ 12：00
会場福祉支援センター
内容求人票のチェックポイント、応
募書類の作成ポイント、面接のポイ
ント、知っておきたいパートタイム
労働法、自分自身の再発見、再就職
へのプラン作り
講師ナイスワーク高幡職員
対象パートタイムで就職を希望して
いる方
定員申込制で先着30人
申電話
問 ナ イ ス ワ ー ク 高 幡（ ☎593-
5991）

新卒応援！多摩プロジェクト
ＩＮ八王子「新卒者向け合同
企業説明会」

日時5/17㈫13：00 ～ 16：30
会場京王プラザホテル八王子
対象平成29年３月に大学・大学院・
短大・高専・専修学校を卒業予定の
学生と就職活動中の既卒３年以内

（平成26年３月以降卒業）の方
申電話

問 東京しごとセンター多摩（☎
042-329-4524）

「託児有！女性のための再就
職支援セミナー＆個別相談会
〜働く私に戻る！再就職への
第一歩」

日時5/26㈭13：00 ～ 15：30
会場立川市女性総合センターアイム
内容セミナー終了後、個別相談会あ
り（1人30分）
定員申込制で先着50人※個別相談
会は別途申込制で先着10人
その他講座多数あり。詳細は東京し
ごとセンター多摩HP参照
問 東京しごとセンター多摩（☎
042-329-4524）

キャリアアップ講習5月募集
科目

募集科目①Excel（ビジネス活用編）
②第三種電気主任技術者科目合格対
策（法規）③jQueryとjQueryMobile

（基礎）④会計システムによる実践
経理（勘定奉行）⑤社内情報化推進
担当のための基礎知識
対象在職中の都内在住・在勤者
定員①④⑤25人②40人③20人※申
込多数の場合は抽選
受講料①③④6,500円②⑤1,600円
その他申込方法など詳細は問い合わ
せを
会場・問 多摩職業能力開発センタ
ー府中校人材育成プラザ（☎042-
367-8204）　

生ごみ処理器〜ダンボール
コンポスト使い方講習会

日時・会場5/18㈬ 東 町 交 流 セ ン
ター、6/7㈫イオンモール多摩平の
森イオンホール。いずれも14：00
～ 15：30※直接会場へ
内容ダンボールコンポスト紹介、使
い方の実演　
問ごみゼロ推進課（☎581-0444）

普通救命講習

　心肺蘇生、AEDの使用方法、窒
息の手当、止血の方法などを学ぶ
コースです。
日時5/22㈰9：00 ～ 12：00
会場日野消防署
講師救急協会または消防署職員
定員申込制で先着10人
費用1,400円（テキスト代）
申5/6㈮から電話
問日野消防署（☎581-0119）

緑の写真展〜 12月に「日野
の四季」「わが家の緑」をテー
マに開催

　写真は、各テーマ3点までです。
ぜひ、写真をご準備ください。
問（公財）日野市環境緑化協会（☎
585-4740）

みんなで川へ繰り出そう！み
んなの川で楽しもう！

　多摩川・浅川には毎年、数百万尾
のアユが上ってきています。
　この夏、浅川を舞台に魚釣り大会
や伝統漁法、アユの塩焼き試食など
楽しくおいしい体験型イベントを開
催します。ぜひ親子そろってご来場
ください。
　魚に触れ、食すことで川が私たち
にもたらしてくれる恵みと身近な自
然の大切さを、もう一度考えてみま
せんか。
日程8/14㈰※荒天中止
協力多摩川漁業協同組合な

ど

問環境保全課代表☎

趣味・教養
　市では、被災された方々を支援するた
め義援金の受け付けを行っています。皆
さまからお預かりした義援金は、日本赤
十字社に送金します。皆さまの暖かいご
支援をよろしくお願いします。
受付期間6/30（木）まで

募金箱設置場所 市役所1階市民相談窓口、
七生支所、豊田駅連絡所、中央図書館
その他義援金の預かり証が必要な場合は、
義援金を募金箱に入れる前に職員にお申
し付けください
問総務課 代表☎

平成28年熊本地震の義援金を受け付け




