
催 し
子供・保護者向け
子ども昆虫教室 
日時 7月14日㈯10:00～12:00 会場 緑
化交流センター 講師 中村芳樹氏(日
本甲虫学会会員)、森川正昭氏(日
野の自然を守る会) 対象 小学生 定員 
申込制で先着15人 申込 7月3日㈫か
ら電話 問 （公財）日野市環境緑化協会
（☎585-4740）

七生中地区青少年育成会～夏
休みラジオ体操に参加しませ
んか 1006057ID

日時 7月21日㈯・23日㈪～26日㈭7:10
～7:40 会場 七生中校庭※雨天の場
合は同校体育館 問 七生中地区青少
年育成会（宮下☎592-4663※夜間）

大坂上中地区青少年育成会ふ
れあいまつり　 1009329ID

日時 7月21日㈯9:45～12:00 会場大坂

上中校庭※雨天の場合は体育館 
内容 模擬店、手作り遊び、ゲーム、
地元産野菜の即売、吹奏楽部演奏な
ど 問 奥住（☎583-1944）

夏休み図書館ジュニアスタッ
フ募集～図書館の仕事を体験
しよう 1008706ID

日時・会場・定員・問 下表の通り対象 
全日参加できる市内在住の中学生 
申込 7月3日㈫10:00から各館に電話
または来館
施設名 日時 定員
高幡図書館

（☎591-7322）
7月26日㈭・
27日㈮、
8月2日㈭・
3日㈮

8:45～9:45

3人

多摩平図書館
（☎583-2561） 4人

中央図書館
（☎586-0584）

8月2日㈭・
3日㈮

9:00～11:30

4人

日野図書館
（☎584-0467） 2人

平山図書館
（☎591-7772） 2人

百草図書館
（☎594-4646） 2人

夏休み子ども講座～探検！高
幡不動尊と勝五郎生まれ変わ
り物語 1008788ID

日時 7月22日㈰9:00～12:30 会場 高幡
不動尊 講師 勝五郎生まれ変わり物
語探求調査団 対象 小学生※保護者・
幼児同伴可 定員 申込制で先着20人 
申込 7月3日㈫から電話 問 郷土資料
館（☎592-0981）

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い 1008504ID

日時 7月22日㈰15:00～16:30 内容 ひ
とり親同士で気軽におしゃべり※お
子さんも一緒に参加可 会場・問 地
域子ども家庭支援センター万願寺
（☎586-1312）

子育てサークルなどのポス
ター展～どんなサークルがあ
るの 1004060ID

 日程・会場 ①7月31日㈫～8月5日㈰
…地域子ども家庭支援センター多摩
平②23日㈪～29日㈰…地域子ども家

庭支援センター万願寺 内容 子ども
家庭支援センターに登録をして活動
している子育てサークルおよび子育
て支援グループの手作りポスターを
展示 問 ①地域子ども家庭支援セン
ター多摩平（☎589-1260）②同センタ
ー万願寺（☎586-1312）

図書館夏休みおはなし会（7月）
 1008655ID

多摩平図書館（☎583-2561） 日程 7
月25日㈬百草図書館（☎594-4646） 
日程 7月27日㈮
　いずれも直接会場へ 対象・内容 0
～2歳児…おはなし会とおみやげの
配布、3歳以上…本の紹介、工作など

三中地区青少年育成会さとい
も観察会 1008274ID

日時 7月29日㈰6:00～8:00※雨天中
止 会場 石坂ファームハウスの畑 
内容 さといもの葉の朝露にまつわ
る言い伝えにちなみ、朝露を集めて
はがきに字や絵を描く※軽食つき 
その他 車での来場はご遠慮を 申込 7
月20日㈮までに電話 問 三中地区青
少年育成会（西山☎090-6032-8589）

日野宿子ども発見隊～夏休
み！親子で調べよう日野用水 
 1008764ID

日程 7月28日㈯ 集合 9:30新東光寺地
区センター、12:00同所解散 会場 新東

光寺地区センター前日野用水 内容 
用水にすむ生き物を観察し、図書館
の本で調べる 講師 日野宿発見隊 
対象 小学生以上の親子 定員 申込制
で先着20組 その他 貸出用の網・バケ
ツあり 申込 7月5日㈭10:00～26日㈭に
電話または来館 問 日野図書館（☎
584‒0467）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ 1008503ID

日時 7月28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 申込制で先着
12組※初めての方優先 申込 7月13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）

夏休み特別企画！わくわくさ
んでおなじみの「くぼたまさ
と工作教室」～チケット発売
中 1009129ID

日時 8月4日㈯①10:30から②13:30か
ら 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館） 
対象・内容 ①おおむね4歳～小学校
低学年…牛乳パックボール②小学生
…牛乳パックロケット 費用 500円※
入場料含む 問 日野市市民会館文化
事業協会事務局（市文化スポーツ課
☎514-8462）

夏休み処分場見学会 
日程 ①7月31日㈫②8月10日㈮③24

日㈮ 集合 8:15に①JR西国分寺駅②
立川北口公園③JR武蔵小金井駅イ
トーヨーカ堂 内容 午前見学①東村
山秋水園②西多摩衛生組合・羽村市
リサイクルセンター③多摩川衛生組
合、午後最終処分場見学 対象 小学4
年生以上の多摩地域の在住・在勤・
在学者※小学生は保護者同伴 定員 
各日80人 費用 500円（昼食代） 申込 7
月20日㈮まで。詳細は東京たま広域
資源循環組合 HP 参照 問 同組合（☎
042-597-6152）

自然体験広場に集まろう！
 1004069ID

日時・内容 ①8月11日㈷10:00～12:00
…ガラスびんを切ってペン立てを作
ろう②23日㈭15:00～20:00…わくわ
くドキドキ! デイキャンプ!③25日
㈯10:00～12:00…ペットボトルでろ
過器をつくろう 会場 仲田の森蚕糸
公園内自然体験広場 講師 自然体験
広場ボランティアスタッフ 対象 ①
③小学生②小学1～4年生 定員 ①5人
②42人③20人 申込 ①7月27日㈮②③
8月10日㈮までに〒191-8686日野市
子育て課「自然体験広場自主企画」担
当へ 往復はがき  で。往信用裏面に参加
希望回の番号、題名、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、学年、性別を
記入※1枚のはがきで複数回申し込
み可 問 子育て課（☎514-8579）

自治体名 イベント名 日時・スタンプ受付時間 会場 問合せ先

府中市 郷土の森あじさいまつり
7月8日㈰までの9:00～17:00
※入館は16:00まで。毎週月曜日休館。
入館料300円（中学生以下150円）

府中市郷土の森博物館 府中市郷土の森博物館
（☎042-368-7921）

多摩市 第36回 せいせき朝顔市 7月7日㈯・8日㈰8:00～18:00
京王線聖蹟桜ヶ丘駅
西口周辺（聖蹟ショッ
ピングセンター前）

ふるさと多摩夏まつり実行委
員会（多摩市経済観光課 ☎042-
338-6848）

狛江市 狛江古代カップ
第28回多摩川いかだレース

7月15日㈰9:00～14:00※荒天の場合は
22㈰

多摩川五本松～宿河
原堰堤手前

狛江市地域活性課（☎03-3430-
1111）

調布市 夏休み企画
「武者小路実篤入門」

7月21日㈯～ 9月2日㈰9:00～17:00
※月曜日休館。入館料200円（小・中
学生100円）

調布市武者小路実篤
記念館

（一財）調布市武者小路実篤記
念館（☎03-3326-0648）

稲城市 第6回稲城ふれあい保健・
医療まつり 7月22日㈰10:00～15:00 稲城市立病院、オーエ

ンス健康プラザ 稲城市健康課（☎042-378-3421）

丹波山村 夏まつり丹波 7月29日㈰10:00～16:00 丹波山村交流促進セン
ター

丹波山村温泉観光課（☎0428‒88‒
0211）

日野市 第3回浅川アユまつり 8月12日㈰9:30～14:30 浅川ふれあい橋周辺 日野市環境保全課（☎514-8294）

川崎市
連載50周年記念特別展
「さいとう・たかを　ゴルゴ
13」用件を聞こうか……

9月22日 ㈯～ 11月30日 ㈮9:30～17:00
※入館は16:30まで。月曜日休館。月
曜日が休日の場合は開館し、その翌
日に休館。入館料1,200円、学生・65
歳以上1,000円、中学生以下無料

川崎市市民ミュージ
アム

川崎市市民ミュージアム
（☎044-754-4500）

大田区 おおた商い観光展2018 10月20日㈯10:00～17:00、21日㈰10:00
～16:00 大田区産業プラザPiO（公財）大田区産業振興協会（☎03-3733-6401）

奥多摩町 第33回奥多摩ふれあいまつり 10月27日㈯・28日㈰10:00～16:00 奥多摩総合運動公園 奥多摩町観光産業課
（☎0428‒83‒2295）

福生市 福生ふれあいフェスティバ
ル（第28回産業祭） 10月28日㈰10:00～16:00 市営福生球場 福生市商工会（☎042-551-2927）

小菅村 第21回大地の恵みまつり 11月3日㈷10:00～16:00 道の駅こすげ周辺 ㈱源（☎0428-87-0888）

　多摩川流域自治体12区市町村が連携し、それぞれの自治体で行うイベントをス
タンプラリーで結ぶ「多摩川流域自治体交流イベントラリー」を実施します。各地
のイベントにぜひお出掛けください。

■参加方法①スタンプ台紙（市役所１階市民相談窓
口・４階企画経営課、七生支所、豊田駅連絡所、
各イベント会場にあり）を入手

　②対象イベントに参加し、スタンプを押印
　③二つ以上のスタンプを集めた方には抽選でい
ずれかの自治体の友好・姉妹都市への旅や各自
治体または友好・姉妹都市の特産品などの詰め
合わせをプレゼントします。獲得スタンプが多い
ほど、当選確率は高くなります。問 企画経営課（☎514-8047）

イベントラリー
多摩川流域自治体交流

豪華賞品当たります

1009267ID

　今年は、展示してあ
る資料をヒントに江戸
時代や新選組、日野な
どの歴史に関する謎
（クイズ）を用意。楽し
みながら新選組や幕末
について「調査」してみ
ましょう。
会期 7月13日㈮～9月2日㈰※月曜日休館。7月16日は
開館し17日が休館 開館時間 9:30～17:00※入館は16:30
まで 会場 新選組のふるさと歴史館 入館料 200円※小・
中学生50円 問 新選組のふるさと歴史館（☎583-5100）
【関連行事】
①体験入門天然理心流　日時 7月28日㈯、8月25日㈯
10:00～12:00 対象 小・中学生※小学3年生以下は保護

者同伴 定員 各日先着10人
②昔の薬作り体験　日時 7月21日㈯15:00～17:00 会場 
郷土資料館 対象 小・中学生※小学3年生以下は保護者
同伴 定員 先着20人
③土方歳三資料館見学と石田散薬製造体験　日程 7月
21日㈯ 集合 10:00多摩モノレール万願寺駅、14:30郷土
資料館解散 費用 710円（入館料および交通費） 対象 高
校生以上 定員 30人
④講演会『新選組を考えるために～大河ドラマ・地域
資料・時代考証』 
日時 8月18日㈯10:00～12:00 会場 市役所5階505会議室 
講師 三野行徳氏（国文学研究資料館 プロジェクト研究
員） 定員 70人
　いずれも 申込 7月3日㈫から新選組のふるさと歴史
館へ電話

新選組のふるさと歴史館　夏の企画展（新選組ってなんだろう2018）
「新選組の歴史調査隊～資料をヒントにクイズに挑戦！！」 1009274ID
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