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催
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６５８３）へ
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ５/３１㈰※雨天実施
集合 ９：００～９：３０南平駅北口※受付
後随時出発
コース 向島子ども広場→駒形公園→
浅川スポーツ公園（約４㌔）
持ち物 雨具、飲み物
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ６/２㈫①１１：３０～１２：００②１２：００
～１２：３０③１１㈭～１３㈯１６：００～１７：００
内容 ①無料水中ウオーキングアドバ
イス②無料スイミングアドバイス③
３～６年生集合！こども水泳教室
定員 ③１０人
費用 入場料※③は別途４,５００円
申 ①②直接会場へ③５/１９㈫～６/
２㈫に電話
会場・問 同温水プール（緯５８３－５２６６）
 

日時 ６/３㈬、７/１㈬１３：３０～１４：３０
会場 市民の森ふれあいホール
費用 ５００円※会員２５０円
申 電話
問 同クラブ（緯５０６－９９７９）
 

　いずれも　問　〒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（緯思５８２－５７７０死
taikyo@keh.biglobe.ne.jp）
アーチェリー競技 
日時 ６/７㈰９：００から※雨天の場合
は１４㈰　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）、
初級・中級・ジュニア男女（リカー
ブ）　費用　高校生以上６００円　申　５/２７
㈬までに同協会事務局へ電話、ＦＡ
ＸまたはＥ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 ６/７㈰８：３０から※予備日２４㈬
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５～
８人のチーム　申　５/２４㈰（必着）ま
でに申込用紙（市役所３階文化スポ
ーツ課、同協会事務局などにあり）

ちょこっとウオーキング～浅
川健康遊具を巡って

東部会館温水プールいきいき教室

平山台文化スポーツクラブ～
ズンバフィットネス体験教室

市民体育大会

を同協会事務局へ郵送または持参
 

 

①姿勢と健康〜不調の原因は「ネコ
背」だった！ 
日時 ６/７㈰１３：３０～１５：００　会場　イオ
ンホール（イオンモール多摩平の森
内）　講師　柴崎隆史氏（多摩整骨院み
なみ野院）　定員　申込制で先着８０人
②口腔ケアと全身疾患〜歯ブラシ１
本で予防する！ 
日時 ６/２１㈰１３：３０～１５：００　会場　イオ
ンホール（イオンモール多摩平の森）
講師　峯岸大造氏（みねぎし歯科）　定員
申込制で先着８０人
　いずれも　申　①６/５㈮②１９㈮まで
に保険年金課（死hoken_kyufu@ci 
ty.hino.lg.jp）へ電話またはEメール
で。講座名、住所、氏名、電話番号
を記入　問　保険年金課　代表緯
 

日時 ６/１０㈬※雨天中止。中止の問
い合わせは当日８：００以降健康課へ
集合 ９：３０八坂神社（日野本町）、１１：
３０日野駅解散※直接集合場所へ
コース 煉瓦工場跡地付近→多摩川鉄
橋（約６㌔、２時間）
費用 １００円
持ち物 飲み物、帽子、健康保険証、
雨具
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

日時 ５/１６㈯１０：００～１４：００
会場 リサイクル事務所（万願寺）
内容 家具、手芸品、刃物とぎなど
問 同事務所（緯５８１－５９６０）
 

日時 ５/２３㈯※雨天中止
集合 ９：３０ＪＲ八王子駅北口１階エ
スカレーター脇、１２：３０小宮公園（八
王子市）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
申 ５/２２㈮までに電話

健　康
国保健康講座

健康づくり推進員ウオーキンググ
ループ～ひの煉瓦の歴史を訪ねて

生活・環境
リサイクルフェア

５月の自然観察会～新緑の小
宮公園を訪ねよう（約６㌔）

問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ５/２４㈰１４：００～１６：００
会場 関戸公民館（多摩市）※直接会
場へ
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ５/２６㈫９：３０～１１：３０
対象 １８～６４歳の身体（車いす可）・知
的障害者
費用 １０８円
その他 片道１００円の送迎あり※５/１９
㈫までに申し込み
申 ５/２５㈪までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ５/２６㈫～６/９㈫８：３０～１７：１５
※９㈫は１５：００まで。日曜日を除く
会場 市役所１階市民ホール
問 （公財）日野市環境緑化協会（緯
５８５－４７４０）
 

日時 ６/２１㈰９：００～１１：００※小雨実
施
会場 浅川スポーツ公園外周
内容 各団体・個人で指定区画に種ま
き。種まき後、間引き作業（２回程
度）、草取りなどの維持管理
申 ５/２９㈮までに電話
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ６～１２月の第２・第４日曜日午
前
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
対象 ５/２３㈯１３：００から七ツ塚ファー
マーズセンターで開催する説明会に
参加し、全回参加できる方
定員 若干人
費用 １,０００円（保険料など）
申 日野人・援農の会（佐藤緯５８１－
４４０７死t-satou@mail.hinocatv.ne. 
jp）へ電話またはＥメールで。住所、
氏名、電話番号を記入
問 市産業振興課　代表緯

日野市・多摩市わかち合いの
会開催～自死遺族支援事業

地域活動支援センターやまば
と～おりがみ「アジサイ作り」

ガーデニングコンテスト応募
作品写真展

「花のまちづくり」参加者募集
（コスモスの種まき）

援農・野菜栽培塾

 

 

日時 ５/２９㈮１０：３０～１１：００
会場 多摩平図書館※直接会場へ
対象 小学校などで読み聞かせする方
その他 詳細は図書館 参照
問 多摩平図書館（緯５８３－２５６１）
 

高幡図書館（緯５９１－７３２２）　日程　３
㈬・１７㈬　中央図書館（緯５８６－０５８４）　
日程　１０㈬・２５㈭　多摩平図書館（緯５８３
－２５６１）　日程　１１㈭（ひよこタイム）・
２４㈬　平山図書館（緯５９１－７７７２）　日程
１８㈭（ひよこタイム）
　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 参照
 

日時 ６/６㈯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
費用 オイル希望者のみ２００円
申 ５/２１㈭から電話
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平（緯５８９－１２６０）
 

 

日程 ６/７㈰まで
内容 漫画、アニメを中心に近年の新
たな歴史系創作・新選組創作の形、
楽しみ方などを展示
入館料 ２００円※小・中学生５０円
会場・問 新選組のふるさと歴史館（緯
５８３－５１００）
 

日時 ５/２３㈯１７：３０～２０：００
会場 日野宿本陣
出演・内容 三遊亭圓窓（落語）、福原徹
秋（篠笛）など
対象 中学生以上の方

子供・保護者向け
読み聞かせに向く本の紹介

　
HP

図書館おはなし会（６月）

　
HP

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ

趣味・教養
企画展「二十一世紀の新選組」

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の音曲と落語の会

定員 申込制で先着５０人
費用 ７００円※中学生５５０円
申 ５/２２㈮までに電話
問 新選組のふるさと歴史館（緯５８３
－５１００）
 

日時 ５/２４㈰９：００～１２：００
内容 心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法な

ど

定員 先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 ６/５㈮１９：００～２１：００
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 長田達雄氏（ブロードデザイン
㈱代表取締役）
対象 創業予定または創業間もない方
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、ＦＡ
ＸまたはＥメールで。住所、氏名、
電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ６/１㈪１８：３０～２０：３０
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 橋本恵治氏（㈱塩田組取締役会
長）
対象 中小企業経営者、後継候補者
定員 申込制で先着２０人
申 多摩信用金庫 （http://www.ta 
mashin.jp/shoukeisalon.html）
から申し込み
問 多摩信用金庫（緯０４２－５２６－７７２８）、
市産業振興課　代表緯
 

①パソコン入門・Word入門　日時　６
/７～２８の毎週日曜日１０：００～１２：００　
費用　６,０００円　②Word基礎・応用　日時
６/６～２７の毎週土曜日１３：００～１５：
００　費用　６,０００円　③Excel入門・基礎　
日時６/２０～７/１１の毎週土曜日１０：
００～１２：００　費用　６,０００円　④デジカメ
入門　日時　６/１２㈮・１９㈮１０：００～１２：
００　費用　３,０００円　⑤Word応用Ⅱ　日時　
６/２６㈮、７/３㈮１０：００～１２：００　費用
　３,０００円　⑥ウイルス対策　日時　６/１３
㈯１０：００～１２：００　費用　１,５００円

普通救命講習

創業セミナー～ファブレス企
業・営業力を基にした創業

事業継承サロン～理念を持っ
た事業承継のススメ

　
HP

パソコン講習会（６月）

　いずれも　対象　①以外は文字入力
ができる方　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）、
パソコンの持ち込みの有無を記入　
問　同センター（緯５８１－８１７１）
 

日時 ６/１３㈯１０：００～１１：３０
会場 イオンホール（イオンモール多
摩平の森）
講師 石川文子氏（こころの東京革命
協会チーフアドバイザー）
定員 申込制で先着２００人
申 ５/２０㈬から電話※当日参加可
問 生涯学習課　代表緯
 

日時 ６/２０㈯１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
費用 ５００円（資料代）
その他 １歳６カ月～未就学児の保育
あり※６/１０㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

 

日時 ５/１９㈫、６/２㈫・１６㈫１４：００～
１６：００
会場 日野台地区センター※直接会場
へ。車での来場不可
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ５/２４㈰９：００～１７：００
会場・内容 講義（午前）…市民の森ふ
れあいホール、実技（午後）…市民
陸上競技場
定員 申込制で先着１００人
費用 ７,５００円（登録料込み）※ユース・
ジュニアユース４,５００円
申 ５/２０㈬までに申込書（市役所３
階文化スポーツ課にあり）を〒１９１
－００４３平山４－１７－１７－１０１日野市
サッカー連盟（城戸緯０９０－８５８１－

家庭教育学級講演会「親と子ど
ものココロ学～やる気も伸び
る〝キラリ〟を見つけ出す秘訣」

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」

スポーツ
ボッチャ体験教室

サッカー４級審判取得講習会

催
し


