
公民館の催し
程久保うたごえパーク
 1008048ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 6月9日㈯10:00～11:30 内容 
生演奏にあわせて童謡・唱歌な
どを歌う 対象 おおむね60歳以
上の方 定員 申込制で先着40人 
申込 6月5日㈫9:00から電話また
は来館

土曜の朝はパン作り
 1008537ID

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

　体に優しいパン作りをしま
す。コーヒーを飲みながらブラ
ンチを楽しみませんか。
日時 6～12月の毎月第4土曜日
9:30～12:00（6回 ）※8月 を 除 く 
講師 白河育子氏（モンパスタン
講師） 対象 全回参加できる方 
定員 申込制で先着18人 費用 各
回500円 申込 6月3日㈰9:00から
電話または来館

映画会～幸せのちから
 1008471ID

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日時 6月30日㈯13:30～15:30 内容 
ホームレスから必死の努力で正
規社員の地位を勝ち取るまでの
話。主人公のモデルは実在し、
後に起業し実業家・慈善家とし
て大転身した。アメリカンドリ
ームと厳しい格差社会を風刺し
た、コメディータッチの作品 
出演 ウイル・スミスなど 定員 
申込制で先着50人 申込 6月3日
㈰9:00から電話または来館

名作鑑賞会～朗読サロ
ン 1008527ID

問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

日時 7月6日㈮13:30～15:00 会場 
多摩平交流センター 内容 公民
館で活動している朗読の会「う
づき」による朗読会 作品名 エッ
セイ「座右の銘」内館牧子作、日

本のこわい話（伝承）「転生」志
賀直哉作、「墨丸（すみまる）」山
本周五郎作 定員 申込制で先着
40人 申込 6月5日㈫9:00から電
話または来館

第₂₂回ひのアートフェ
スティバル出店者募集
 1008532ID
問 中央公民館（☎581-7580）

　8月18日㈯・19日㈰10:00～20:
00に仲田の森蚕

さ ん

糸
し

公園で開催す
るひのアートフェスティバルの
屋外でのフリーマーケット出店
者と手作り作品販売者を募集し
ます。詳細は問い合わせを。
申込 6月3日㈰9:00から電話また
は来館

話し合おう！考えよう！これ
からの公民館を②～今、公民
館だからできることって？
 1008529ID

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

　「公民館ってどんな施設？」と
いう方も、ふだんから利用され
ている方も、「公民館でできる
こと」を他市の事例などにも学
び、「こんなことができたら…」
という思いなどをみんなで語り
合う講座です。
日時 6月23日㈯13:00～16:00 
内容 ①公民館職員による発表

「あちこちの公民館のちょっと
いいとりくみから見えてくるも
の」②利用者からの提案「公民館
でこんなことができたら」③意
見交流・ワークショップ 講師 
丹間康仁氏（帝京大学教育学部
講師） 定員 申込制で先着60人 
申込 6月3日㈰9:00から電話また
は来館
ひの市民大学
問 中央公民館（☎581-7580）

▼司馬遼太郎の旅と著作を考
える  1008535ID
日時 ①6月22日㈮②29日㈮③7
月6日㈮④13日㈮いずれも14:00
～16:00 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 内容 ①司
馬遼太郎という人②竜馬と土方
歳三にみる恋愛③司馬さんと死
生観④西郷隆盛と明治 講師 村
井 重 俊 氏（ 週 刊 朝 日 編 集 員 ） 

定員 先着70人
▼粘土でマイカップ＆マイ小
鉢をつくってみよう
 1008534ID
　粘土に触れ、手作りの楽しさ
を味わう。自作のカップでビー
ル、コーヒーを飲んでみる。
日時 ①6月28日㈭②7月5日㈭③
26日㈭④8月2日㈭いずれも13:
30～16:00 会場 中央公民館 内容 
①小鉢作成（粘土形成）②カップ
作成（手ロクロ）、加飾③釉薬を
掛ける④窯だし、講評会 講師 
高木彩子氏（現代工芸美術家協
会本会員） 対象 成人の方 定員 
申込制で先着20人 費用 1,000円

（材料費） 申込 6月3日㈰9:00か
ら電話または来館

保育園・児童館・
幼稚園のイベント
6月の保育園

保育園であそぼう～園
庭開放 1008239ID

会場・問 た か は た 台 保 育 園
（☎591-2231）

日時 毎週月曜日10:00～11:00 
対象 未就学児と保護者 持ち物 
飲み物、タオル

お話し会～絵本の読み
聞かせ 1008422ID

会場・問 みさわ保育園（☎591-
6131）

日時 8日㈮9:45～10:45 対象 未就
学児と保護者

6月の児童館

みんなで行こう！ザリ
ガニ釣り！
 1008500ID
問 ひの児童館（☎581-7675）

日時 6日㈬15:30～17:00 会場 市
民の森ふれあいホール周辺水路
※ひの児童館集合 対象 小学1年
生 以 上 定員 15人 申込 1日 ㈮
16:30から電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～おひさまタイム
 1008514ID
問 ひらやま児童館（☎592-6
811）

日時 7日㈭10:30～14:30※14:30か
ら移動児童館～ドリーム号がや
ってきた！開催 会場 上田地区
センター 内容 遊具遊びなど 
対象 乳幼児と保護者

ママも癒されタイム～
お母さんも体をリフ
レッシュしよう
 1008511ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時 8日㈮11:00～11:30 内容 ラ
ップの芯、ボールなどを使った
ストレッチ、軽い運動 持ち物 
スポーツタオル

パパとあそぼう
 1008509ID

会場・問 さ か え ま ち 児 童 館
（☎585-8281）

日時 9日㈯10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊び 対象 乳幼
児と父親、祖父

しんめいこどもまつり
 1006002ID

会場・問 しんめい児童館（☎5
83-6588）

日時 9日㈯10:00～12:00 内容 楽
しい工作、ゲームなど 対象 18
歳までの方※乳幼児は保護者同
伴 持ち物 靴袋、作品を入れる
袋

乳幼児自由参加ひろば～
きらきら 1008085ID

会場・問 ま ん が ん じ 児 童 館
（☎583-3309）

日時 21日㈭10:30～11:30 内容 体
操、手遊びなど 対象 乳幼児と
保護者

ふれっしゅまつり
 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 3日㈰10:00～12:00 内容 チ
ャレンジコーナー、作ろうコー
ナー 対象 18歳までの方※乳幼
児は保護者同伴 持ち物 靴袋

6月の幼稚園
 1004228ID

幼稚園においでよ～え
のぐで遊ぼう！

会場・問 第二幼稚園（☎591-4
125）

日時 6日㈬9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ひよこの日～みんなで
新聞紙で遊ぼう

会場・問 第四幼稚園（☎583-
3903）

日時 7日㈭9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

催 し
生活・環境

障害者のためのイベント
対象  障害者およびボランティア
会場・問 地域活動支援センターや
まばと（☎582-3400）
 1007934ID

▼映画鑑賞会「プリンセスと魔法の
キ ス 」 日時 6月6日 ㈬13:20～15:00 
定員 申込制で先着30人 申込 6月1日
㈮～5日㈫に電話※土曜・日曜日を
除く
▼ゲーム（ボードゲーム・トランプ） 
日時 6月20日㈬13:30～15:00 定員 申
込制で先着10人 申込 6月1日㈮～15
日㈮に電話※土曜・日曜日を除く

多文化ひろば「あいあい」定例会
 1008102ID

日時 6月9日㈯10:00～11:30 会場 七生
福祉センター 内容 いろいろな国の
人たちと子育てについておしゃべり 
問 地域子ども家庭支援センター多
摩平（☎589-1260）、同センター万願
寺（☎586-1312）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
 1002932ID

日時 6月13日㈬14:00～15:30 会場 中
央公民館※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）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1007946ID

日時 6月18日㈪・19日㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンタ－ 
内容 ロールパンなど 定員 申込制で
各日先着10人 費用 2,300円 申込 竹内

（☎090-7284-1947）へ電話 問 都市農
業振興課（☎514-8447）

ホタルの観察会
 1008547ID

日程 6月20日㈬※雨天の場合は21日
㈭ 集合 18:30百草園駅南口、21:00同
所解散 対象 往復で4㌔以上歩ける小
学生以上の市内在住者※小学生は保
護者同伴。山道・階段あり 定員 申
込制で先着25人 共催 真堂が谷戸蛍
の会 申込 6月4日㈪9:00から電話 問 
緑と清流課（☎514-8309）

谷戸沢処分場オオムラサキ見
学会 

　詳細は、東京たま広域資源循環組
合 HP をご覧ください。
日時 6月23日㈯9:00～14:30 会場 谷戸
沢廃棄物広域処分場（日の出町）※直
接会場へ 内容 オオムラサキ観察会

（ 各 回1時 間 程 度 ①10:00②11:30③
13:30） その他 「完熟ひのでトマト」な

ど日の出町特産物の販売あり 問 東
京たま広域資源循環組合（☎042-
597-5581）

普通救命講習 1002363ID

日時 6月24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 6月4日㈪から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

キャリアアップ講習₆月募集
科目 1008142ID

　申込方法など詳細は問い合わせく
ださい。
募集科目 ①介護従事者のための介護
記録作成・基礎②中小企業のための
戦略的Ｗｅｂ活用講座③ビル管理技
術者受験対策④情報セキュリティマ
ネジメント受験対策⑤消防設備士

（乙種第4類）受験対策⑥介護支援専
門員実務研修受講受験対策・基礎 
対象 中小企業に在職中の都内在住・
在勤者 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）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（₆月） 1003501ID

　詳細はしごとセンター多摩 HP を
参照してください。
内容 全年齢対象・就職面接会（町田
市会場）、29歳以下対象・若者と企
業の交流会（三鷹市会場）ほか多数 
問 しごとセンター多摩（☎042-329- 
4524）

TOYODAクラフトビールまつり2018
　多摩地域最古のビー
ル「TOYODA BEER」
復刻を契機に地域住民
により開催されている
クラフトビールまつり
が今年で4回目を迎え
ます。
　区画整理で開通した豊田駅前大通りを歩行者天
国にして開催します。クラフトビール、食べ物屋台
をはじめ多数出店します。ぜひ、お越しください。
日時  6月2日㈯12:00～21:00
会場  豊田駅南口前の南口大通り
主催  豊田駅南口周辺地区まちづくり協議会
問 都市計画課（☎514-8354）

1008557ID

1001076ID

　日野市から約2時間30分、
さわやかな北杜ブルーの空
が広がる清里高原。市民が
気軽に泊まれる八ヶ岳高原
大成荘へ避暑に来ませんか。
　近隣には牛や羊たちがの
んびりと草を食む牧場、渓
流釣り場、自然観察にもっ
てこいの散策路など、都心では味わえない発見が待っています。
　トレッキングをはじめ乗馬やゴルフなどアウトドアスポーツで
汗を流しませんか。
所在地  山梨県北杜市高根町清里3545-1
料金  市民大人1泊2食付6,000円から（団体棟4,500円から）
申込  宿泊3カ月前から電話（☎0120-489-571※9:00～19:00）
問大成荘（☎0551-48-5050）

夏の八ヶ岳高原大成荘へ

17 市役所　　　 585 ー 1111
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