
広報　　　　第1350号  27．5．1 ●16市役所　代表緯 585−1111
死soudan@city.hino.lg.jp●17

⑦会社名または学校名⑧受講動機⑨
その他（障害など）を記入
問 同協議会（緯５８２－２３１９）
 

　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。
日時 ６/１３㈯１０：００～１５：００
会場 明星大学（程久保）
内容 ①ＣＡＤソフトの基礎（Free 
CAD）②３Ｄ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 小学５年～中学生と保護者
定員 １０組
申 日野市商工会（思５８６－６０６３ 死r. 
ikeda@shokokai-tokyo.or.jp）へ
電話、FAXまたはEメールで。住
所、氏名、学年、電話番号を記入
問 同会（緯５８１－３６６６）
 

日時 ５/２３㈯・３０㈯９：３０～１６：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
講師 溝口暁美氏（中小企業診断士）
対象 市内在住、在勤の女性または日
野市で起業を考えている方
定員 ４０人※申込多数の場合は抽選
費用 ３,０００円（テキスト代）
申 ５/２０㈬までに電話
問 マネジメント・ワークショップ
（緯０３－５２８３－３３７１）
 

 

　２０１４年ハワイ「Heiva I Honolulu」
で優勝のププウナウナのショーあ
り、トークあり、体験ありの２時間。
日時 ６/２１㈰１７：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 ププウナウナ
定員 １７０人
費用 １,５００円
その他 ドリンクサービスあり
申 電話
問 文化スポーツ課　代表緯

３Ｄプリンター活用教室

日野でちょこっと起業！～女性起業
セミナーatファーマーズセンター

赤レンガプロジェクト企画～タヒ
チアン＆フラダンス in 赤レンガ

催
し

 

 

日時・会場 ①５/１６㈯、９/１９㈯、平成２８年
１/１６㈯１３：００～１５：００②６/２０㈯、１２/１２
㈯、平成２８年２/２０㈯１３：００～１５：００
会場 ①平山小②滝合小
内容 体育館で、バドミントン、卓球、
折り紙、紙ひこうきなどの遊び、親
同士の交流など
持ち物 上履き
問 同会（鈴木緯５８６－９５６７）
 

日時 ５/２２㈮１０：３０～１１：３０
会場 地域子ども家庭支援センター万
願寺
対象 第１子の妊婦
問 同センター万願寺（緯５８６－１３１２）
 

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか？これからどうしようか
と悩んでいる方もお越しください。
お子さまも一緒に参加できます。
日時 ５/２４㈰１５：００～１６：３０
会場 地域子ども家庭支援センター万
願寺
問 同センター万願寺（緯５８６－１３１２）
 

日時 ５/２７㈬１０：３０～１１：３０
会場 地域子ども家庭支援センター多
摩平
内容 赤ちゃんの関わり方、おしゃべ
りタイムなど
対象 ７カ月児までと保護者
定員 先着５組
持ち物 バスタオル、飲み物
申 ５/１２㈫９：３０から電話
問 同センター多摩平（緯５８９－１２６０）
 

日時 ①６/１２㈮②２３㈫１０：００～１１：３０
※両日とも平成２６年度と同内容
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
対象 乳幼児の保護者、妊婦

子供・保護者向け
平山中地区青少年育成会「み
んなのたまり場」～ホッとで
きる居場所

プレママ（妊婦さん）集まれ！！

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い

はじめてママの日

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）

定員 申込制で先着２４人
費用 ２００円（材料費）
持ち物 エプロン、三角巾、清潔なふ
きん２枚
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 ①５/７㈭～６/１０㈬に電話②５/
７㈭～６/１９㈮に電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

日程 ７/２３㈭・２４㈮
対象 高校生
定員 １６人程度※申込多数の場合は抽
選
申 ５/２９㈮（必着）までに申込用紙
（市立病院 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（思５８７－３４０８死h-sou 
mu@city.hino.tokyo.jp）へ郵送、
FAXまたはＥメールで
その他 詳細は市立病院 参照
問 市立病院総務課（緯５８１－２６７７）
 

 

日時 ５/１４㈭１３：３０～１６：００（予定）
会場 成城ホール（世田谷区）
内容 講演「スポーツから考える障害
の未来」、プレゼンテーション「パラ
リンピックに向けてブラインドサッ
カーができること」※手話通訳、要
約筆記あり
講師 為末大氏（元プロ陸上選手）
定員 先着２９７人
その他 予約制で託児室あり
問 東京都総務局人権部（緯０３－５３８８
－２５８８）

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

　
HP

　
HP

記念行事・フェスタ・複合イベント
平成２７年度憲法週間行事～障
害とスポーツから考える人権

催
し

問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

燻製研究会～グループで燻製を作っ
てみませんか 
日時 ５/１０㈰１０：００～１５：００　定員　申込
制で先着１５人　費用　５００円　持ち物　昼食
男性コーラス教室 
日時 毎月第２・第４木曜日１３：３０～
１５：００　対象　２０歳以上の男性　講師　若
山千恵子氏　費用　３００円
　いずれも　会場　平山台健康・市民支
援センター　申　電話　問　同クラブ（緯
思５０６－９９７９）
 

日時 ５/１４㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭窓里、入船亭扇好
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）で好評販売中
問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時 ５/１９㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 ニンジンパンなど
定員 申込制で先着１０人
費用 ２,０００円
持ち物 エプロン、お手拭き、筆記用
具、持ち帰り用袋
申 電話
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
 

　初めて手話を学び、会話ができる
ようになることを目的としたコミュ
ニケーションコース（初級）
日時 ７/１～平成２８年３/１６までの毎
週水曜日①昼間クラス１０：００～１２：００
②夜間クラス１９：００～２１：００
会場 中央福祉センター
対象 市内在住・在勤・在学のいずれ
かに該当し、年間を通して受講可能
な高校生以上の方
申 ６/１２㈮（必着）までに〒１９１－
００１１日野本町７－５－２３日野市社会
福祉協議会へ往復はがきで。往信用
裏面に①受講希望クラス②氏名（フ
リガナ）③郵便番号・住所④電話・
ＦＡＸ⑤メールアドレス⑥生年月日

平山台文化スポーツクラブから

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう！

日野産農産物を使った手作りパン教室

手話講習会

 

 

　かつてスポーツをしていたけどや
めてしまった方、再び始めませんか。
日時 ５/９～２３の毎週土曜日１０：００～
１２：００
会場 教育センター
内容 ソフトボール、卓球、ボッチャ、
バドミントンなど
問 文化スポーツ課　代表緯
 

　いずれも　問　フクシ・エンタープラ
イズ（緯５１４－９１７８）
初心者少年軟式野球教室 
日時 ５/１３・２７、６/１０・２４、７/８・
２２、８/５・１９、９/２・１６の水曜日
１４：３０～１７：３０　会場　万願寺中央公園
グラウンドまたは万願寺グラウンド
　対象　年長～小学３年生　定員　先着３０
人　費用　１０回１,０００円（保険料など）　申　
電話
初心者サッカー教室 
日時 ５/６（振休）・２４㈰、６/７㈰・１７㈬、
７/８㈬・１８㈯、８/２㈰・１２㈬・１９㈬、
９/１２㈯・２１㈷、１０/１０㈯１６：００～１８：
００※９・１０月は１４：００～１６：００　会場　浅
川スポーツ公園グラウンド　対象　年
長～小学１年生　定員　先着２０人　費用　
１２回１,０００円（保険料など）　申　電話
 

　いずれも申込書は、市役所３階文
化スポーツ課、南平体育館、市民陸
上競技場にあり。
ターゲット・バードゴルフ競技 
日時 ５/２１㈭９：３０～１６：００　会場　多摩
川グラウンド　対象　市内在住・在勤・
在学者　費用　５００円　申　５/１２㈫までに
申込書を〒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（思５８２－５７７０）へＦＡＸ
または郵送　問　日野市ターゲット・バ
ードゴルフ協会事務局（飯森緯５８４－
８２７４）
少年軟式野球競技 
日時 ６/７からの毎週日曜日　会場　多

スポーツ
リ・エンジョイスポーツ～運
動、しませんか？

各種スポーツ教室

市民体育大会

摩川グラウンド　対象　市内在住者で
構成された小学生または中学生チー
ム　費用　１チーム２,０００円※主将会議
（５/２３㈯１８：００から生活・保健セン
ターで開催）で徴収　申　５/１６㈯１７：００
（必着）までに申込書を〒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へ郵送また
は持参
問 同協会事務局（緯５８２－５７７０）
ゴルフ競技 
日時 ６/１５㈪８：００から　会場　桜ヶ丘
カントリークラブ（多摩市）　対象　市
内在住・在勤・在学者　費用　２１,５００円
　申　５/２２㈮（必着）までに申込書を〒
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
（思５８２－５７７０）へ郵送またはFAX　
問　日野市ゴルフ協会（平緯０９０－
８８１０－９３６６）
 

はじめての水中ウオーキング 
日時 ５/１５㈮・２２㈮１１：００～１２：００　定員　
申込制で先着７人　費用　２,７００円※入場
料別途　申　５/１２㈫までに電話
ラクラク息つぎで長く泳ごう！クロ
ール講座 
日時 ５/２８㈭～３０㈯１８：００～１９：００　対象　
小学３年生以上で２５ｍ泳げるお子さ
ま　定員　申込制で先着７人　費用　４,５００円
※入場料別途　申　５/２０㈬までに電話
　いずれも　会場・問　同温水プール
（緯５８３－５２６６※９：３０～２０：３０）
 

日時 毎週火曜日１３：３０～１６：００
会場 平山台健康・市民支援センター
対象 市内在住・在勤・在学者
講師 有竹洋子氏
費用 ３００円※会員１５０円
申 平山台文化スポーツクラブ（思
５０６－９９７９死hirayamadai@hop.ocn. 
ne.jp）へ電話、FAXまたはEメール
問 同クラブ（緯５０６－９９７９）
 

 

日時・出演 ５/９㈯… TAERU氏など、
２３㈯…岡部和保氏。いずれも１２：３０
～１３：００

東部会館温水プールいきいき教室

ビーチボール教室

趣味・教養
ひの煉瓦ホール（市民会館）
ロビーお昼のミニコンサート
（１００歳のピアノ）

ピーポくん

５/１１㈪～２０㈬は春の全国
交通安全運動
運動の基本…子供と高齢者
の交通事故防止
重点項目…自転車安全利用
の推進、全ての座席のシー
トベルトとチャイルドシー
トの正しい着用の
徹底、飲酒運転な
どの根絶


