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日野市ひきこもり対策支援事
業「家族のつどい」
 1003312ID

日時 5月26日㈯14:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 次の全てに該当する方①ひき
こもりの本人が市内在住②ひきこも
りなどの状態にある子供を持つ家族
定員 申込制で先着10人
申込 5月21日㈪までに電話または市
役所2階セーフティネットコールセ
ンターへ
問 セーフティネットコールセンター
（☎514-8542）

普通救命講習
 1002363ID

日時 5月27日㈰9:00～12:00
会場 日野消防署
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法、
窒息の手当、止血の方法など
定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 5月7日㈪から電話
問 日野消防署（☎581-0119）

キャリアアップ講習5月募集
科目 1008142ID

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）③Androidプログラミン
グを利用した組み込みシステム技術
④jQueryによるWebサイト開発
⑤会計システムによる実践経理（勘
定奉行）⑥社内情報化推進担当者の
ための基礎知識
対象 中小企業に在職中の都内在住・
在勤者
定員 ①⑤⑥25人②40人③10人④20
人
費用 ①③④⑤6,500円②⑥1,600円
その他 会場・申込方法など詳細は問
い合わせを
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）

子供・保護者向け
三中地区青少年育成会「さと
いも植え付け会」
 1008274ID

日時 5月6日㈰10:00～11:00※雨天の
場合は13日㈰14:00～15:00に順延
会場 石坂ファームハウス（百草）※
直接会場へ

持ち物 タオル、帽子、飲み物※汚れ
ても構わない靴でご参加を
その他 車での来場はご遠慮を
問 同会（西山☎090-6032-8589）

平山台文化スポーツクラブ～
子供の英会話教室
 1003186ID

日時 5月の毎週日曜日15:00～16:00
講師 大矢知みどり氏（市民講師）
対象 小学5・6年生
費用 4,000円（4回）
申込 電話
会場・問 同クラブ（☎506-9979）

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 1008273ID

　小学校の体育館で、バドミントン・
こま・ベーゴマ・手づくりコーナー
で楽しく遊んだり、親同士がおしゃ
べりしたり、よその子に自然と声を
かけることができるみんなの居場所
です。
日時・会場 ①滝合小体育館…5月26
日㈯、9月15日㈯、平成31年1月19日
㈯②平山小体育館…6月23日㈯、12
月15日㈯、平成31年3月2日㈯いずれ
も13:00～15:00
持ち物 上履き
その他 子供と一緒に遊んでくれる人
も募集中。年齢・性別不問
問 同会（大濱☎591-5977） 

みんなの遊・友ランド～ボラ
ンティアを募集
 1006618ID

　6月に市民の森ふれあいホールで
行われる「みんなの遊・友ランド」は
障害のある子もない子も一緒に遊ん
で友達になろうというイベントで
す。今回、運営を手伝うボランティ
アを募集しています。
日時 6月10日㈰9:30～16:30
会場 市民の森ふれあいホール
対象 中学生以上の方
申込 5月31日㈭までに電話
問 子育て課（☎514-8579）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ 1008503ID

日時 5月26日㈯15:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 生後3～5カ月児と保護者

定員 12組※初めての方優先
申込 5月10日㈭10:00から電話
問 地域子ども家庭支援センター多
摩平（☎589-1260）

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い
 1008504ID

日時 5月27日㈰15:00～16:30　
内容 ひとり親同士で気軽におしゃ
べり※お子さまも一緒に参加可
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（☎586-1312）

趣味・教養
障害者のためのイベント「や
まばと活動作品展示」
 1008272ID

日時 5月2日㈬～30日㈬10:00～16:00
会場 七生公会堂
内容 施設利用者の作品展示
問 地域活動支援センターやまばと
（☎582-3400）

七生公会堂の催し
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）
 1005894ID

▶ ホワイエライブ
日時 5月9日㈬15:00～16:00
出演 古沢綾乃氏（ソプラノ）、金山
京介氏（テノール）、清水初海氏（ピ
アノ）
定員 先着50人
▶かわせみ寄席～古今亭志ん朝名
演映像上映
日時 5月23日㈬15:00～16:00
定員 先着50人

子ども読書活動推進事業～絵
本読み聞かせ入門講座
 1008190ID

日時・会場 ①5月11日㈮…多摩平図
書館②6月1日㈮…高幡図書館いずれ
も9:30～11:30　
内容 読み聞かせの仕方、本の選び
方、実習など
対象 読み聞かせに興味のある市民
（初心者向け）
定員 申込制で各館先着15人
申込 ①5月3日㈷②17日㈭10:00から
各館へ電話または直接来館
問 多摩平図書館（☎583-2561）、高
幡図書館（☎591-7322）

平山台文化スポーツクラブぶら
り街歩き～本郷から上野公園
 1003186ID

日程 5月11日㈮
集合 10:00JR御茶ノ水駅聖橋出口、
13:00御徒町駅解散
コース 神田明神～湯島天神～東大赤
門・三四郎池～旧岩崎邸～不忍池～
上野東照宮～上野公園口～アメヤ横
丁（5㌔）
費用 500円※交通費実費
申込 電話
問 平山台文化スポーツクラブ（☎
506-9979）

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
 1000966ID

日時・出演 5月12日㈯…三好順子氏
（ピアノ）、26日㈯…武内純子氏（ピ
アノ）いずれも12:30～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸の音曲と落語の会
 1008279ID

日時 5月26日㈯17:30～20:00
会場 日野宿本陣
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
申込 5月3日㈷から電話
その他 5月26日㈯は、講座開催のた
め日野宿本陣は15:00で閉館します
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

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
 1001509ID

　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。

日程 7月26日㈭・27日㈮
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
申込 5月25日㈮（必着）までに〒191-
0062多摩平4-3-1市立病院総務課
（ FAX 587-3408  h-soumu@city.
hino.lg.jp）へ申込用紙（市立病院 HP  
から ダウンロード 可）を郵送、ファクス
またはEメール
問 市立病院（☎581-2677）

▼グルメハンターにお願いすること
①市内飲食店への取材
②店舗紹介文の作成
③店舗紹介写真および動画の撮影・
編集
④うまいもん大図鑑制作委員会が開
催する講習会への参加

取材期間 6月中旬～9月
取材店舗数 1人2～4店舗程度※1店舗
でも可
謝礼 1店舗ごとに謝礼を用意。金額
未定
申込 5月1日㈫～15日㈫に電話
問 うまいもん大図鑑制作委員会事務
局（市産業振興課☎514-8437）

迷った
ら

コレ！

日野の魅力を一緒に探しませんか？
1006067ID

　10月21日㈰に市民の森ふれあいホールにおいて、「まちづ
くり市民フェア2018」が開催されます。
　市民フェアは、市内の社会貢献活動を行う市民団体が集い、その活動
を紹介し、参加者に体験してもらい、市民活動への参加を呼びかけるお
祭りです。今年も参加する団体を募集します。また、市民フェア説明会
および実行委員会を下記の日程で開催します。
　市内で活躍する市民団体と交流しながら、一緒に市民フェアを盛り上
げましょう！

日時 5月16日㈬18:30～20:30
会場 生活・保健センター
申込 電話
問 同実行委員会事務局（☎581-6144※土曜・日曜日
を除く9:00～17:00）、市地域協働課（☎581-4112）

まちづくり市民フェア2018参加団
体の募集および説明会を開催

1008542ID
　10月21日㈰に市民の森ふれあいホールにおいて、「まちづ

お待ちしています!

　今年度も、ひのうまいもん大図鑑制作委員会は、
市内の飲食店を掲載した「ひのうまいもん大図鑑」の
作成に取り組みます！
　今回も、市民の皆さまを中心としたグルメハンターに、店舗を取材し
ていただき、お店の魅力を紹介していただきます。
　「日野のお店を紹介したい！」、「自分で動画を編集できるようになりた
い！」方など、たくさんの方の応募をお待ちしております！
　なお、事前に説明会を実施し、取材方法など詳細をお伝えします。また、
写真・動画の撮り方の講習会も実施しますので、ご安心ください！

　今回も、市民の皆さまを中心としたグルメハンターに、店舗を取材し

未経験者が
大活躍!!

説明会および実行委員会

ひのうまいもん大図鑑～グルメハンター募集
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