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催
し

催
し

場へ
内容 「日野の自然を守る会」の金子凱
彦氏、森川正昭氏、古田慎二氏によ
る講演
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ９/１０㈭・２４㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階正面玄関付近
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ９/１９㈯９：３０～１５：００
会場 日本野鳥の会「鳥と緑の日野セ
ンター」（南平）
講師 田中肇氏（フラワーエコロジス
ト）
定員 申込制で先着２０人
持ち物 弁当、水筒、歩ける服装
申 ９/３㈭から電話
問 かわせみ館（環境情報センター）
（緯５８１－１１６４）※月曜日休館
 

▶団体戦…　予選　日時・会場　１０/４㈰
９：００～１６：００南平体育館、１０/１１㈰
９：００～１６：００市民の森ふれあいホー
ル　決勝　日時・会場　１０/２５㈰１２：００～
１７：００イオンモール多摩平の森内イ
オンホール　種目　３人１組、Ｕ８（小
学１・２年生）、Ｕ１０（小学３・４年
生）、Ｕ１２（小学５・６年生）　定員　申
込制で先着３２組▶個人戦…　予選　日
時・会場　１１/１４㈯９：００～１６：００市民の
森ふれあいホール　決勝　日時・会場　
１１/１５㈰９：００～１６：００市民の森ふれ
あいホール　種目　Ｕ８（小学１・２年
生）、Ｕ１０（小学３・４年生）、Ｕ１２（小
学５・６年生）　定員　申込制で先着３２
人
　いずれも　対象　市内在住の小学生　
その他　参加賞あり　申　９/７㈪９：００
から電話　問　環境保全課　代表緯
 

日時 ９/８㈫９：５５～１１：３０
対象 身体（車いす可）・知的・精神障
害のある市内在住者とボランティア
申 ９/７㈪までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）

農あるまち日野「みのり 處 」
どころ

～市役所１階で出張販売

みんなの環境セミナー～虫や
風を利用する花たち

来たれ勇者～第１回日野市環
境かるた大会

地域活動支援センターやまばと～
映画鑑賞会「怪盗グルーの月泥棒」

 

 

日時 １０/７㈬～９㈮９：３０～１６：３０
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 就職活動に必要なワード・エク
セルの基本操作、実際の応募に活用
できる職務経歴書の作成な

ど

対象 ３日間受講可能で再就職を目指
す子育て中の女性※ハローワーク八
王子しごと情報館マザーズコーナー
に事前登録を
定員 申込制で先着１０人
申 ９/１５㈫から電話
その他 １歳以上の保育あり
問 ハローワーク八王子しごと情報
館（緯０４２－６８０－８４０３）
 

みんなで話そう！シングルママ・パ
パの集い　日時　９/１３㈰１５：００～１６：３０
マタニティライフを楽しみましょう～
プレママ（妊婦さん）集まれ！　日時　
９/１０㈭１０：３０～１１：３０　対象　第１子を
妊娠中の方
パパもご一緒にどうぞ～ベビーマッ
サージ（要申込）　日時　９/２７㈰１５：００
～１６：１５　対象　生後３～５カ月児と保
護者※初めての方優先　定員　申込制
で先着１２組　申　９/１１㈮９：３０から電
話
 

日時 ９/３０㈬１０：３０～１１：３０
会場 地域子ども家庭支援センター多
摩平
対象 生後７カ月児までと保護者
定員 申込制で先着５組
申 ９/１５㈫９：３０から電話
問 同センター多摩平（緯５８９－１２６０）
 

　学校とは一味違い、近所の方々が
子供たちの学びの場を提供します。
日程 １０月～平成２８年３月の原則毎月
第２・第４土曜日９：００～１２：００

子供・保護者向け
再就職を目指す子育て中の女
性のためのパソコン講習会

地域子ども家庭支援センター万願寺から
会場・問　同センター万願寺（緯５８６
－１３１２）

育児のコツ・聞いて安心・話して
スッキリ～はじめてママの日

ななお「土曜のひろば」遊学
講座～後期受講生募集

会場 七生中な
ど

対象・定員・費用　下表の通り
申 ９/１８㈮（必着）までに〒１９１－８６８６
日野市生涯学習課ななお「土曜のひ
ろば」遊学会係へ　往復はがき　で。往信用
裏面に住所、氏名（ふりがな）、保護
者氏名、講座名、学校名、学年、電
話番号を、返信用表面に住所、氏名
を記入
問 生涯学習課　代表緯
 

 

日時 ①１０/６㈫②２０㈫１０：００～１１：３０
会場 生活・保健センター
内容 手早く作れる子供の食事の調理
と試食、食生活の話※①②同じ内容
対象 乳幼児の保護者、妊娠中で安定
期の方
定員 申込制で各日先着２４人
費用 ２００円（材料費）
その他 １歳６カ月以上の未就園児先
着２０人の保育あ

り

申 ①９/３㈭～１０/２㈮②９/３㈭～
１０/１６㈮に電子申請または電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

日程 ９/１９㈯※小雨実施
集合 ９：３０百草園駅南口、１２：３０京王
倉沢バス停解散
対象 小学生以下は保護者同伴
案内 日野みどりの推進委員の皆さま
定員 申込制で先着３０人
費用 ３００円（資料代）
申 ９/３㈭から電話
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ９/２６㈯１３：００～１６：３０
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会

ふるさと探検木工工作初歩の電子
工作講座名

小学３～６年生小学４年～
中学生

小学５年～
中学生対象

１０人５人３人定員

交通費など材料費
約４,５００円

材料費
約４,５００円費用

各３３０円保険料
※申込多数の場合は抽選

新米ママ・プレママのための簡
単クッキング講座（保育付き）

生活・環境
自然観察会～百草、倉沢地区に残る
里山の農家と原風景を見学しよう

水と緑の日野・市民ネットワークシ
ンポジウム～黒川清流公園の自然
シリーズ③生き物たち

催催催 ししし
問合せ先日時・会場内容

文化スポーツ課　代表緯９/５㈯１３：３０～１６：００　ひ開会式

村上（緯５８２－０７５６）９/２７㈰１３：００～１８：３０　ひ軽音楽祭

音
楽
祭

砂川（緯５９２－１３７９）１０/１２㈷１２：００～１６：００　ひ音楽の集い
（一般）

大宅（緯５８３－５０１３）１０/２５㈰１１：００～１６：００　七音楽の集い
（学生）

新井田（緯５９３－３２１４）１１/３㈷１２：００～１６：００　ひカラオケ大会

二宮（緯５９３－２１９２）
※直接会場へ

９/２７㈰１０：００～１５：００　ひ
茶会

１１/３㈷１０：００～１５：００　百

黒瀬（緯５８３－８６５３）
※９/１５㈫まで作品募集中

１０/２㈮～４㈰
１０：００～１７：００ ひ
※４㈰は１５：３０まで

書道展

由田（緯５８３－９７４３）１０/４㈰１３：００～１６：４５　ひ謡曲・仕舞大会

河辺（緯５９４－２５０２）
※９/２５㈮まで作品募集中

１０/６㈫～１１㈰
１０：００～１７：００ ひ
※６㈫は１３：００から、１１㈰
は１６：００まで

美術展

小林（緯５８３－８４９３）
※９/２３㈷まで作品募集中

１０/１０㈯～１２㈷
１０：００～１７：００ ひ
※１２㈷は１６：００まで

陶芸展

幅（緯５８１－４７９９）１０/１１㈰１０：３０～１６：００　ひ舞踊（新舞踊）

藤好（緯５８３－７８１３）１０/１７㈯１０：００～１５：３０　ひ吟詠大会

大塚（緯５８１－２０８２）１０/１８㈰１３：００～１６：００　ひ奇術発表会

佐野（緯５８２－１５６５）１０/１８㈰１３：００～１７：３０　ひ市民合唱祭

問合せ先日時・会場内容

小松（緯５８３－２２３０）
１０/２４㈯・２５㈰
１０：００～１７：００
※２５㈰は１５：５０まで ひ

いけばな展

風間（緯５８１－０１２７）１０/２５㈰１０：００～１７：００　ひ民謡大会

西野（緯５８２－４３８１）
※１０/２８㈬まで作品募集中

１０/２９㈭～１１/１０㈫
９：００～１６：００ 市菊花展

矢島（緯５８３－２１８４）

１０/３０㈮・３１㈯
１０：００～１６：００ 高俳句展俳

句
１０/３１㈯１０：００～１６：００　高俳句大会

野口（緯５８７－６５９５）
※直接会場へ。上履き持参１０/３１㈯１０：００～１６：００　ふフォークダンス大会

冨本（緯５８１－４４６８）１１/１㈰１３：００～１７：３０　ひフラ・ハワイアン

三沢中（神尾緯５９２－５０１８）１１/７㈯１３：００～１７：３０　ひ吹奏楽祭

矢野（緯５９２－０５１９）１１/８㈰１１：３０～１６：３０　ひ箏曲・尺八演奏会

弘重（緯０９０－９８２３－９６１５）１１/８㈰１４：００～１６：００　ひ多摩ファミリーオー
ケストラ

斎藤（緯５９１－４５３０）
※１０/１３㈫まで作品募集中

１１/１２㈭～１５㈰
１０：００～１６：３０ ひ
※１５㈰は１５：３０まで

漢詩展

四中（浅尾緯５８３－３９０５）１１/１４㈯１２：３０～１６：００　ひ中学校演劇発表会

吉田（緯５８３－１２５３）
１１/１４㈯・１５㈰
１０：００～１６：００ ひ
※１５㈰は１５：００まで

ボーイ・ガールスカ
ウト展

岡本（緯５８６－７１３２）１１/２３㈷１１：３０～１６：００　ひ大正琴

●会場について
百　京王百草園　ひ　ひの煉瓦ホール（市民会館）
七　七生公会堂　ふ　市民の森ふれあいホール
高　高幡不動尊　市　市役所前市民プラザ

市　民　文　化　祭
問 文化スポーツ課　代表緯

接会場へ
内容 市内小・中学・高校による吹奏
楽演奏
問 日野市青少年育成会連合会（伊野
緯５８７－１４１９）
 

日時 １０/２４㈯１５：００から
会場 七生公会堂
出演 歌・川口京子、ピアノ・長谷川
芙佐子
定員 申込制で先着２８０人
費用 １,５００円
申 電話
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ９/１３㈰９：００～１２：００
内容 心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法な

ど

定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 ９/３㈫から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）

赤レンガプロジェクト企画「フ
ァミリーコンサート」～家族で
一緒に口ずさみませんか？

普通救命講習

 

日時・会場 ９/１４㈪南平駅西交流セン
ター、１０/７㈬東町交流センターい
ずれも１４：００～１５：３０※直接会場へ
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）
 

 

日時 ９/１５㈫・１６㈬１０：３０～１４：００
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 五穀パン、手ごねパン
定員 申込制で先着１０人
費用 ２,０００円
申 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）へ電話
問 産業振興課　代表緯
 

日時・出演 ９/１２㈯…伊藤蒼真氏、井
上明美氏、２６㈯…坂下智穂氏、増田
亜紀氏。いずれも１２：３０～１３：００

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

趣味・教養
日野産農産物を使った手作りパン教室

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

会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 ９/１０㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭吉窓、三遊亭金八
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 七生公会堂、ひの煉瓦ホール（市
民会館）でチケット販売中
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時 １０/３㈯９：３０～１３：００
会場 東部会館
講師 鈴木直美氏（料理研究家）
定員 申込制で先着２０人
費用 １,０００円
申 電話
申・問　東部会館（緯５８３－４３１１）
 

日時 ９/２３㈷１２：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう！

とってもヘルシー！豆腐・豆
製品づくしのお料理

東日本大震災復興応援チャリティ
コンサート～義援金のご協力を！


