
催 し
子供・保護者向け
図書館夏休みおはなし会（8・9月）
1009155（8月）・1009282（9月）ID

高幡図書館（☎591-7322） 日程 9月5
日㈬・19日㈬
中央図書館（☎586-0584） 日程 9月12
日㈬・27日㈭
多摩平図書館（☎583-2561） 日程 8月
22日㈬、9月13日㈭（ひよこタイム）・
26日㈬
日野図書館（☎584-0467） 日程 9月19
日㈬
平山図書館（☎591-7772） 日程 9月20
日㈭（ひよこタイム）
百草図書館（☎594-4646） 日程 8月24
日㈮、9月28日㈮
　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 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は問い合わせまたは図書館 
HP 参照

交流農園～市民親子野菜塾
� 1009234ID

日時 9月2日㈰、10月7日㈰、11月4日㈰、
12月2日 ㈰10:00～12:00※ 天 候 に よ
り日程変更あり 会場 七ツ塚ファー
マーズセンター第一交流農園 内容 
大根、白菜などの葉物野菜の栽培 
講師 NPO 法人日野人・援農の会 
対象 小学校低学年の児童と保護者 
定員 申込制で先着10組 費用 1人500
円（保険料） 申込 同会（佐藤☎581-44 
07  t-satou@jcom.zaq.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 都市農業振興課

（☎514-8447）

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう
� 1009504ID

日時 9月4日㈫14:00～15:00会場地域
子ども家庭支援センター「はぴはぴ」
※新しく愛称がつきました 内容 お
しゃべりタイム、お楽しみタイム体
験 対象 ひろば利用がはじめての生
後5カ月児までと保護者または妊娠

中の方 定員 申込制で先着5組 申込 8
月21日㈫10:00から電話 問 同センタ
ー多摩平（☎589-1260）

ACTすこやか子育て講座～
参加型＆体験型ワークショッ
プ� 1003967ID

　アメリカ心理学会が開発した育児
プログラムです。親子の感情を丁寧
に扱い、自分自身を理解することに
より子育てが楽になることが実感で
きる新しいタイプの講座です。
日時 9月18日～10月23日の毎週火曜
日9:30～11:30※9月18日のみ9:15～
11:45 会場 多摩平の森ふれあい館 
講師 ACTファシリテーター 対象 0
～8歳児の保護者 定員 16人※申込多
数の場合は抽選 費用 1,200円（茶菓子
代） その他 1歳6カ月～未就学児先着
16人の保育あり 申込 8月15日㈬～31
日㈮に（一社）育ちネット多文化
CROSS（  info@crossactnet.com）
へEメールで。件名「ACTすこやか
子育て講座申し込み」、住所、氏名、
電話番号、保育の有無を記入 問 子
ども家庭支援センター（☎599-6670）

スポーツ
秋風ちょこっとウオーキング
� 1009548ID

日程 9月2日㈰※小雨実施・荒天中止 
集合 9:00京王線高幡不動駅北口※直
接集合場所へ コース 向島用水親水
路～東部会館～北川原公園～打入園
で梨の試食～ファーマーズ・マーケ
ット東京「みなみの恵み」（4㌔） 案内 
市スポーツ推進委員 持ち物 雨具、
飲み物、タオル、帽子 その他 ひの
新選組ポイント200ポイント付与シ
ールプレゼント 問 文化スポーツ課

（☎514-8465）

東部会館温水プールいきいき教室
問 同 プ ー ル（ ☎583-5266※9:30～
20:30） 1000974ID

救急の日スペシャルイベント～身
近な応急手当と心肺蘇生体験講座
日時 9月8日㈯10:00～12:00 会場 同館 
定員 20人 費用 500円（感染防止用フ
ェイスシールド代） 申込 9月7日㈮ま
でに電話
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
日時 9月7日㈮①11:00～11:30②11:30
～12:00 会場 同プール※直接会場へ 
費用 入場料別途

日野レッドドルフィンズ応援
バスツアー� 1009547ID

　市を拠点に活動する日野レッドド
ルフィンズが
所属するジャ
パンラグビー
トップリーグ
の試合観戦バ
スツアーを行
います。
日程 9月15日㈯ 集合 14:00日野駅・
市役所、14:15イオンモール多摩平
の森・高幡不動駅。20:20イオンモ
ール多摩平の森・高幡不動駅、20:30
日野駅・市役所で解散※往復バス移
動。応募状況により集合場所および
時間変更あり 内容 16:30秩父宮ラグ
ビー場で行われるジャパンラグビー
トップリーグ第3節日野レッドドル
フィンズ対トヨタ自動車ヴェルブリ
ッツ戦の試合を観戦 対象 市内在
住・在勤・在学者 定員 申込制で先着
100人 申込 8月20日 ㈪～31日 ㈮9:00
～17:00（土曜・日曜日を除く）に文
化スポーツ課へ電話。参加者の氏名、
住所、電話番号、性別、年齢、希望
乗車場所を聞き取ります※1人で2人
まで申し込み可 問 文化スポーツ課

（☎514-8465）

市民体育大会� 1003171ID

　いずれも申込書は市役所3階文化
スポーツ課、陸上競技場、南平体育
館、市民の森ふれあいホールにあり
ます。
中学生バレーボール競技（6人制大
会）日時 9月17日㈷9:00から 会場 市
民の森ふれあいホール 対象 市内在
住・在学の中学生で編成されたチー
ム※チーム代表者は9月12日㈬18:30
から南平体育館会議室で行う代表者
会議に出席 申込 9月5日㈬（必着）ま
でに〒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

（ FAX 582-5770）へ申込書を郵送、フ
ァクスまたは持参 問 日野市バレー
ボール連盟（天野☎070-1397-4526）
グラウンド・ゴルフ競技  日時 9月

30日㈰8:30～16:00※予備日10月3日
㈬ 会場 浅川スポーツ公園グラウン
ド 内容 個人戦8ホール4ラウンドの
合計32ホール 対象 市内在住・在勤
者 費用 500円 その他 クラブ、ボール
の貸し出しあり 申込 9月6日㈭まで
に日野市体育協会事務局（ FAX 582-
5770）またはグラウンド・ゴルフ協
会（木藤 FAX 583-5304）へ申込書をフ
ァクス 問 木藤（☎583-5304）
ソフトテニス競技  日時 10月7日㈰
※雨天の場合は14日㈰ 会場 多摩平
第一公園テニスコートなど 対象 市
内在住・在勤・在学者、連盟加入者 
申込 9月21日㈮（必着）までに〒191-
0022新井298-4日野市ソフトテニス
連盟（若尾  tymam@jcom.zaq.
ne.jp）へ申込書を郵送またはEメー
ル 問 日野市ソフトテニス連盟（若尾
☎080-5679-6485）

趣味・教養
勤労・青年会館のサークル・
団体の発表会� 1000976ID

日時 9月2日㈰9:30～16:00 内容 合唱、
ダンス、体操や文化系の団体が日頃
の成果を披露 会場・問 勤労・青年
会館（☎586-6251）

平山台文化スポーツクラブから
問 同クラブ（☎506-9979）
� 1003186ID

夏休み早朝ラジオ体操  日時 8月20
日㈪～24日㈮6:25～6:40 会場 平山台
健康・市民支援センターグラウンド
※直接会場へ
英会話教室  日時 9月1日～22日の毎
週土曜日13:45～15:15 会場 平山台健
康・市民支援センター 費用 4,000円

（4回） 講師 高垣尚起氏（市民講師）  
申込 電話

障害者のためのイベント～社
会交流事業「ゲートボール」
� 1007934ID

日時 9月5日㈬13:30～15:30 対象 身体
（車いす可）・知的・精神障害の方お
よびボランティア 定員 申込制で先
着30人 申込 8月29日㈬～9月4日㈫に
電話※土曜・日曜日を除く 会場・問 
地域活動支援センターやまばと（☎
582-3400）

あなたの記事を発信しよう!
～まち記者講座�

　市内の魅力的な人や場所を紹介す
る Web サイト「Hi Know!」の市民
記者になりませんか。写真の撮り方
や取材の基本を学びます。
日時 9月13日㈭10:00～16:00 会場 中
央福祉センター 講師 野村智子氏

（「意外と遊べる日野マガジン」編集
長） 費用 1,000円程度（昼食代） 申込 
日野市ボランティアセンター（ FAX 
582-0082  hino-vc@hinosuke.
org）へ電話、ファクスまたはEメー
ルで。住所、氏名、電話番号を記入 
問 同センター（☎582-2318）

パソコン講習会（9月）
日時・内容・費用 下表の通り 対象 ①
以外は文字入力ができる方 その他 
個別指導（1時間1,500円）あり 申込 8
月22日㈬（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）を記入 会場・問 
同センター（☎581-8171）
番号・講座名 日時 費用
①初めてのパソコ
ン（基本操作）～
電源の入切など

9月22日㈯・29日㈯
13:00～15:00

各3,000円
（テキスト
代含む）

②�Word-1　
～文字変換など

9月14日㈮・21日㈮
10:00～12:00

③Word-2
～文章作成など

9月28日㈮、10月5日㈮
10:00～12:00

④Word-3
～地図の作成など

9月8日㈯・15日㈯
13:00～15:00

⑤Excel-1
～基本操作と計算
など

9月1日㈯・8日㈯
10:00～12:00

⑥Excel-2
～グラフ作成など

9月15日㈯・22日㈯
10:00～12:00

⑦Excel-3
～複合グラフ、関
数など

9月29日㈯、10月6日㈯
10:00～12:00

⑧Scratchでプロ
グラミング入門
～操作説明、ミニ
ゲームをつくる

9月2日㈰・9日㈰
10:00～12:00

⑨Wordでイラス
トを作る

9月30日㈰
10:00～12:00

1,500円
（テキスト
代含む）

はじまりの読書会
� 1009233ID

　各回1冊の本を取り上げ、参加者
同士で感想などを語り合います。今
回は「食」をテーマに5作品を取り上
げます。初めて読書会に参加する方

に合わせた講座です。作品を事前に
読んでご参加ください。
日時・内容 9月28日 ㈮ … 水 上 勉「 寺
泊」、10月26日㈮…岡本かの子「鮨」、
11月30日㈮芥川龍之介「芋粥」、1月
25日㈮…円地文子「苺」、2月22日㈮
…庄野潤三「佐渡」いずれも14:30～
16:00※上記5作品は「味覚小説名作
集」（光文社文庫）に収録 会場 高幡
図書館 講師 青木笙

しょう
子
こ

氏（読書会ナビ
ゲーター） 対象 原則全回出席できる
市内在住・在勤・在学者 定員 15人
※申込多数の場合は、初参加の方優
先のうえ抽選 申込 8月17日㈮～31日
㈮に電話※月曜日を除く 問 中央図
書館（☎586-0584）

「外国人おもてなし語学ボラ
ンティア」育成講座
� 1009521ID

　初級者向け（中学校程度）の英語の
講座です。本講座修了者は東京都の

「外国人おもてなし語学ボランティ
ア」に登録されます。
日時・内容 10月3日㈬14:00～17:30…
おもてなし講座、10日㈬・17日㈬
10:00～15:30…語学講座 会場 市民の
森ふれあいホール 対象 全3回出席で
きる高校生以上の市内在住・在勤・
在学者※過去に同講座を受講済みの
方は不可 定員 36人※申込多数の場
合は抽選 その他 6カ月～未就学児の
保育あり 申込 8月31日㈮（必着）まで
に〒191-8686日野市企画経営課（  
kikaku@city.hino.lg.jp）へ はがき ま
たはEメールで。郵便番号、住所、
氏名（ふりがな・ローマ字）、電話番
号、年齢、性別、職業、保育希望の
有無（有の場合は子の人数、年齢）、
メールアドレスを記入 問 企画経営
課（☎514-8047）

記念行事・フェスタ・複合行事
富士電機コミュニティフェス
ティバル�
日時 8月24日 ㈮ ①14:00～16:30②17: 
45～20:00※②は雨天中止 会場 富士
電機東京工場（富士町） 内容 模擬店、
キッズコーナー（ゲーム、科学教室）、
ステージイベントなど 問 産業振興
課（☎514-8442）
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