
催 し
フェスタ・複合イベント
浅川水再生センター～夏フェ
スタ2019 1006052ID

日時 7月26日㈮10:00～14:00 会場 浅
川水再生センター（石田） 内容 施設
見学、工作教室など その他 来場者
に記念品贈呈 問 北多摩二号水再生
センター（☎042-572-7711） 

憲法記念日行事講演会「自分ら
しく生きるために～エンディン
グノート活用法」 1012035ID

日時 7月27日㈯10:00～12:00 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
内容 エンディングノートの活用法
などの解説 講師 相田浩和氏（司法書
士）問 市長公室市民相談担当（☎514-
8094）

ひの市民活動支援センターま
つり 1011995ID

日時 8月3日㈯16:00～20:00 会場 同セ
ンター 内容 焼きそば・焼き鳥・綿菓
子・かき氷などの販売、フリーマー
ケット、加盟団体の催しなど 問 NPO
法人ひの市民活動団体連絡会事務局
（☎581-6144※平日9:00～17:00）

健康
介護予防教室～ストレッチ体操
日時 7月30日㈫10:00～11:15 会場 東
神明地区センター 対象 65歳以上の
方 申込 電話 問 日野市社会福祉協議
会（☎584-1294）

認知症サポーター養成講座
 1003585ID

日時 8月1日㈭10:00～11:30 会場 マザ
アス日野（万願寺） 内容 認知症に関
する基礎的な知識を得る 申込 電話 
問 地域包括支援センター多摩川苑
（☎582-1707）

ちょこっとウオーキング～真夏の
ブルーベリー狩り 1012006ID

日程 8月4日㈰※荒天中止 集合 8:30
イオンモール多摩平の森「森のステ
ージゲート」※直接集合場所へ コース 
多摩平緑地通り～神明2交差点～日

清園（ブルーベリー狩り）～日野中央
公園（約2㌔） 対象 運動の制限を受け
ていない方 費用 ブルーベリー狩り
は1カップ200円※ウオーキングのみ
の参加は無料 持ち物 雨具、飲み物、
汗拭きタオル※動きやすい服装・運
動靴で その他 日野新選組ポイント
200ポイント付与シールをプレゼン
ト 問 文化スポーツ課（☎514-8465）

国保健康講座 1006977ID

①あなたの肺年齢は何歳ですか？
～COPD（慢性閉塞性肺疾患）につ
いて学ぼう
日時 9月1日㈰13:30～15:00 講師 関根
隆氏（関根クリニック）
②歯周病はあなどれない！～歯周病
を防いで健康寿命を延ばそう
日時 9月29日㈰13:30～15:00 講師 峯
岸大造氏（みねぎし歯科）
　いずれも 会場 イオンモール多摩
平の森 定員 申込制で先着各60人 
その他 ひの新選組ポイントを300ポ
イントプレゼント※ひの新選組ＷＡ
ＯＮカードをお持ちでない方にはカ
ードをプレゼント 申込 ①8月30日㈮
②9月27日㈮までに保険年金課（  
hoken_kyufu@city.hino.lg.jp）へ電
話またはEメール 問 保険年金課（☎
514-8276）

生活・環境
カワセミハウス写真展～日野
の昆虫たち 1011887ID

日程 7月24日㈬～31日㈬ 内容 森川正
昭氏（日野の自然を守る会）の写真提
供による日野市に生息する昆虫たち
の写真展 会場・問 カワセミハウス
（☎581-1164）

全年齢層対象～地域就職面接
会in日野 1003501ID

日時 7月30日㈫①10:00～12:00②13:00
～16:00 会場 新町交流センター 内容 
①直前対策セミナー（予約制）②合
同就職面接会 持ち物 面接希望企業
数分の履歴書 申込 電話 問 東京しご
とセンター多摩（☎042-329-4524）

プログラミングイベント～
C
か ば

ABA 1012119ID

日時 8月1日～17日の木・金・土曜日
10:30～12:30、14:30～16:30、18:30

～20:30※1回から参加可。すべての
時間帯で、入門から応用まで能力に
合わせた3コースを選択可 会場 
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー） 対象 小学4年生以上 費用 500円
（登録料）※初回のみ 申込 明星大学 
COPERUプロジェクト HP（http://
coperu.net）の入力フォームから 
問 産業振興課（☎514-8442）

観察会～川の生きものをさが
そう！ 1011983ID

日程 8月4日㈰※雨天中止 集合 9:30百
草園駅改札前、12:00現地解散 内容 程
久保川・浅川合流点付近で川の生き
ものを捕まえて観察 講師 日野の自然
を守る会 定員 申込制で先着20人 費用 
200円（資料代・保険料）※小・中学生
100円 申込 7月17日㈬から電話 問 カ
ワセミハウス（☎581-1164）

日野産野菜を使った親子飾り
巻きすし教室 1009461ID

日時 8月6日㈫・7日㈬10:30～13:30 会場 
七ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
カリフォルニアロール、カエルの絵
柄の飾り巻き 定員 申込制で先着各5
組程度 費用 各回3,000円 申込 竹内
（☎090-7284-1947）へ電話 問 都市農
業振興課（☎514-8447）

参加費無料！「ごみのゆくえ
を知ろう」最終処分場見学会
 1005528ID

日程 ①8月13日㈫②15日㈭③19日㈪ 
集合 8:00に①豊田駅北口②京王線高
幡不動駅南口③日野市役所前、16:00
各所解散 内容 最終処分場見学、つる
つる温泉で入浴 対象 これまで参加
したことのない市内在住の小学3～6
年生と高校生以上の保護者※子供1
人につき保護者1人まで。保護者1人
につき子供2人まで。小学2年生以下
の同伴不可 定員 申込制で各日先着
40人 申込 7月17日㈬8:30から電話※
申し込みは1人1組まで。クリーンセ
ンター窓口では申し込み不可。詳細
は参加者へ8月上旬に通知 問 ごみゼ
ロ推進課（☎581-0444）

女性限定・傷ついた心の回復をめ
ざす講座～人との関わりについ
て考えてみよう！ 1011384ID

日時 8月17日㈯13:30～16:30 会場 多

摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了・社会福祉
士） 費用 500円以内※可能な範囲で
の負担を その他 1歳～未就学児の保
育および手話通訳あり※8月7日㈬ま
でに電話またはファクス（ FAX 584-
2748）で申し込み。手話は要相談 問 
男女平等課（☎584-2733）

女性のための再就職支援セミ
ナー＆個別相談会in日野
日時 8月21日㈬13:00～15:30 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 面接、職場
でより良い人間関係をつくるアサー
ティブを学ぶ 講師 山本浩子氏（キャ
リアコンサルタント）対象 再就職を
考えている女性 その他 ①1歳～未就
学児の保育あり（申込制で先着6人程
度）②セミナー終了後、希望者に就
業個別相談会（1人約30分）を実施（申
込制で先着12人。セミナー申込時に
要予約）※受講には東京しごとセン
ターの利用登録が必要（当日登録可） 
申込 7月16日㈫から電話 問 東京しご
とセンター多摩（☎042-329-4524）

趣味・教養
夏休み企画展～土方歳三の謎
解き探検隊 1012132ID

　新選組副長土方歳三について、わ
かりやすく展示します。
日時 7月20日㈯～9月1日㈰9:30～17:
00※入館は16:30まで。8月12日を除
く月曜日と8月13日㈫は休館 費用 200
円（入館料）※小・中学生50円 会場・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～
11:00 会場 新選組のふるさと歴史館 
内容 木刀を使って剣術を学ぶ 対象 
小・中学生※小学4年生以下は保護
者同伴 定員 各日10人 費用 200円（入
館料）※小・中学生50円
 ②昔の薬作り体験 
日時 7月27日㈯15:00～17:00 会場 郷
土資料館 内容 昔の道具を使って土
方家の家伝薬、石田散薬をつくる 
対象 小・中学生※小学4年生以下は
保護者同伴 定員 20人
 ③土方歳三資料館見学と石田村散策 

日程 8月18日㈰ 集合 10:00万願寺駅、
12:00同駅解散 対象 小学4年生以下
は保護者同伴 定員 20人 費用 500円
（土方歳三資料館入館料）※小・中学
生300円
　①②③いずれも 申込 電話 問 新選
組のふるさと歴史館（☎583-5100）

パソコン講習会（8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 7
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、0S（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、マウス操作、文字入力

8月30日㈮､9月6日㈮
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト
代含む）

②Word-1
～文字変換など

8月10日㈯･17日㈯
13:00～15:00

③Word-2
～文章作成、表作
成など

8月24日㈯･31日㈯
13:00～15:00

④Word-3
～地図の作成など

8月18日㈰･25日㈰
10:00～12:00

⑤Excel-2
～グラフの変更など

8月2日㈮･9日㈮
10:00～12:00

⑥Excel-3
～複合グラフ、関数など

8月16日㈮･23日㈮
10:00～12:00

⑦デジカメ-応用
～写真の加工など

8月10日㈯･17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

8月24日㈯･31日㈯
10:00～12:00

⑨マイコンを利用した電
子工作～Arduino UNO
の実習とプログラム作成

8月3日㈯
10:00～12:00

1,500円
（テキスト
代含む）

⑩スマートフォン（お持
ちの方）～アプリのダウ
ンロードと使い方

8月18日㈰
13:00～15:00

1,000円
（テキスト
代含む）

小島善太郎百草画荘でデッサ
ン教室 1009210ID

日時 8月19日㈪・20日㈫13:30～16:00 

会場 小島善太郎百草画荘 定員 申込
制で各日先着10人 費用 300円（入館
料）申込 8月9日㈮までに電話 問 文化
スポーツ課（☎514-8462）

北海道歌旅座～コンサート・
フォークソングの広場
 1000966ID

日時 10月5日㈯14:00から 会場 七生公
会堂 内容 1970年代の楽曲を中心と
したフォークソングとその発展系の
ニューミュージック費用前売り2,000
円※当日2,500円。75歳以上は1,500
円 チケット 7月20日㈯10:00から七生
公会堂、ひの煉瓦ホール（市民会館）
で販売 問 ひの煉瓦ホール（☎585-20
11）

赤レンガプロジェクト～飛火
野ジャズフェスタ2019
 1007590ID

日時 11月30日㈯14:00から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 出演 寺泉憲
氏、名知玲美＆ママゴス、Asuka-
trio、Tap Dance Company Freiheit、
The Swingin' Devils 定員 1,000人 
費用 2,000円 チケット 8月1日㈭から
ひの煉瓦ホール（市民会館）、七生公
会堂、e+（イープラス）で販売 問 文
化スポーツ課（☎514-8462）

綾小路きみまろ爆笑スーパー
ライブ！ 2019 1000966ID

日時 12月1日㈰14:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） 対象 18歳以上 
費用 S 席5,800円、A席5,300円※全
席指定 チケット 7月27日㈯10:00から
ひの煉瓦ホール、七生公会堂、チケ
ットぴあで販売。※販売初日（同ホ
ール、七生公会堂）は電話予約のみ
（座席指定不可）。窓口販売は28日㈰
9:00から 問 同ホール（☎585-2011）

商店会を応援しよう！商店会を応援しよう！
■旭が丘商工連合会～旭が丘よさこい夏まつりと抽選会
日時 7月26日㈮・27日㈯16:00～21:00 会場 旭が丘中央公園 内容 よさこい踊
り、盆踊り、抽選会、子供みこし、山車 問 田中（☎090-8304-6862）

■高幡不動駅前三商店会～高幡不動盆踊り大会
日時 7月27日㈯・28日㈰18:00～21:00 会場 高幡不動尊駐車場 内容 盆踊り、
模擬店、子供たちへお菓子の無料配布 問 堀内（☎591-3327）
　都合により開催日時や内容が変更になる場合があります。事前に各商店会にご確認ください。

 問 産業振興課（☎514-8437) 1009208ID商店会どっと混む!

11 10市役所　　　 585 ー 1111
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