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日時 8月22日㈭10:00～12:00 会場 郷土
資料館 対象 小学4年生以上 定員 申
込制で先着20人 申込 8月17日㈯9:00
から電話 問 同館（☎592-0981）

はじめてママの日～子育てひろ
ばを体験しよう� 1009504ID

日時 9月4日㈬14:00～15:00 内容 おし
ゃべりタイム、はぴはぴタイム体験 
対象 ひろば利用がはじめての生後5
カ月までの乳児と母親または妊娠中
の方 定員 申込制で先着5組 申込 8月
21日㈬10:00から電話 会場・問 地域
子ども家庭支援センター多摩平「は
ぴはぴ」（☎589-1260）

図書館おはなし会（₈・₉月）
� 1012123ID

 高幡図書館（☎₅₉₁︲₇₃₂₂） 日程 9月
4日㈬・18日㈬ 中央図書館（☎₅₈₆︲
₀₅₈₄） 日程 8月22日㈭、9月11日㈬・
26日㈭ 多摩平図書館（☎₅₈₃︲₂₅₆₁）  
日程 8月28日㈬、9月12日㈭（ひよこ
タイム）・25日㈬ 日野図書館（☎₅₈
₄︲₀₄₆₇） 日程 9月18日㈬ 平山図書館

（☎₅₉₁︲₇₇₇₂） 日程 9月19日㈭（ひよ
こタイム） 百草図書館（☎₅₉₄︲₄₆₄₆） 
日程 8月23日㈮、9月27日㈮

　いずれも直接会場へ 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。詳細は図書館 HP ま
たは各館へ

多摩動物公園「子供写生画コ
ンクール」作品募集

　園正門で配布する画用紙に絵を描
いて、当日提出してください。詳細
は同園 HP 参照またはお問い合わせ
ください。
募集期間 8月19日㈪～9月23日㈪ 画題 
多摩動物公園の生き物たち 対象 小学
生以下 持ち物 着色画材 その他 入選
者は11月3日㈷の表彰式で表彰し作
品を展示 会場・問 同園（☎591-1611）

趣味・教養
レセプショニスト養成講座

　ホールにご来場のお客様をおもて
なしするレセプショニスト。仕事や
生活に役立つ、接遇マナーや美しい
立ち居振る舞いを学びます。
日時 8月29日㈭13:00～15:00 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館） 定員 申込
制で先着20人 申込 電話 問 同ホール

（☎585-2011）

はじまりの読書会� 1009233ID

日時・作品 9月27日㈮…「鉄
ぽ っ ぽ や

道員」浅
田次郎、10月18日㈮…「神去なあなあ
日常」三浦しをん、11月15日㈮…「羊
と鋼の森」宮下奈都、令和2年1月17日
㈮…「博士の愛した数式」小川洋子、2
月21日㈮…「二十四の瞳」壺井栄。い
ずれも14:00～15:30 会場 高幡図書館 
内容 参加者同士で作品の感想を語
り合う 講師 青木笙

しょう

子
こ

氏（読書会ナビ
ゲーター） 対象 全回参加できる市内

在住・在勤・在学者 定員 15人※申込
多数の場合は抽選 その他 事前に作
品を読んでから参加を 申込 8月16日
㈮～25日㈰に電話または来館 問 中
央図書館（☎586-0584）

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・マウス
操作・文字入力

9月21日㈯･28日㈯
10：00～12：00

各₃,₀₀₀円
（テキスト

代含む）

②Word-1　
文字変換など

9月13日㈮･20日㈮
10：00～12：00

③Word-2　
文章作成、表作成
など

9月27日㈮､10月4日㈮
10：00～12：00

④Word-3　
地図の作成、4段組
みの文章作成

9月7日㈯･14日㈯
13：00～15：00

⑤Word-4　
ページ番号、ふりが
ななど、文書作成

9月1日㈰･8日㈰
10：00～12：00

⑥Excel-1　
基本操作と計算、
印刷の仕方

9月21日㈯･28日㈯
13：00～15：00

⑦パワーポイント
経営報告プレゼン
テーションなど

9月7日㈯･14日㈯
10：00～12：00

⑧インターネット
を楽しく活用

9月29日㈰､10月6日㈰
10：00～12：00

⑨スマートフォン
（お持ちの方）
LINEの操作

9月22日㈰
13：00～15：00

₁,₀₀₀円
（テキスト

代含む）

社会風刺コント集団ザ・ニュー
スペーパー in日野

日時 11月9日㈯14:00から 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館） チケット 3,200円
※当日3,500円。全席指定 チケット販売 
8月17日㈯10:00から同ホール、七生
公会堂、チケットぴあ、Ro-Onチケ
ット 問 同ホール（☎585-2011）

記念行事・フェスタ・複合イベント
富士電機コミュニティフェス
ティバル

日時 8月23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）※ 入場は正門
から 内容 模擬店、キッズコーナー
など 問 産業振興課（☎514-8442）

土方歳三デザインのマンホールカードを配布

地域の皆さまの力で学校を支えましょう
学校支援ボランティア推進協議会事業

コーディネーターを配置しています

　市では、日野駅東側電話ボックス
付近に設置している土方歳三没後150
年記念デザインマンホールをもとに
したマンホールカードを配布してい
ます。
配布日時・場所
●月曜～金曜日8:30～17:15…市役所3
階下水道課※祝日を除く
●土曜・日曜日、祝日9:30～16:30…
新選組のふるさと歴史館

　子供たちが健やかに成長するためには、保護者や地
域の方々の力が必要です。学校と家庭と地域が連携し
て地域住民や保護者などがボランティアとして学校教

育支援を行い、地域全体で子供の教育活動・学びを支
える事業です。市内全17小学校で実施されており、学
校からの依頼に応じて、地域の実状に合わせボランティ
アの皆さまがさまざまな支援を行っています。

　教育委員会では、この支援事業を進めるため、学校ごとに地域の方の中から
コーディネーターを委嘱しています。コーディネーターが橋渡
し役になることで、学校と地域のボランティアの連携した取り
組みをより効果的・継続的に進めることを目指しています。
　コーディネー
ターは学校と相
談しながら、学
校と子供たちへ
の支援を進めて
います。

問 下水道課（☎514-8317）

問 生涯学習課（☎514-8765）

1011841ID

1004295ID

　ご協力いただける方は、
生涯学習課へお問い合わせ
ください。

ボランティアを
随時募集しています

学校支援ボランティアって？

子供たちは、見守られ
ていることで安全に行
動でき、目的地まで行
くことができます。

サマースクールイベ
ントで防災ツアーを
行いました。子供たち
は防災倉庫への認識
が少し変わりました。

きれいな花で
子供たちを迎
えます。

読みきかせを子供
たちも楽しみに
してくれています。

校外学習見守り（仲田小） 学習支援
（七小）

サマースクールイベ

イベント支援（旭が丘小）環境支援
（五小）

私たちが
お手伝い
します！

できる時に　できる事を

問 子ども家庭支援センター（☎599-6670）
　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、
自分自身を理解し、子育てが楽になることを実感できる講座です。
日時 9月17日～11月5日の毎週火曜日9:30～11:30※初回のみ9:15～11:45。10月8
日・22日を除く（全6回） 会場 多摩平の森ふれあい館 対象 0～8歳児の保護者ま
たは養育者 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16人までの保育あり 申込 8月15日㈭～30日㈮に

（一社）育ちネット多文化CROSS HP で。住所、氏名、電話番号、
お子さまの年齢、保育の有無、保育を要するお子さまの氏名（かな）・
年齢・性別を入力

1003967ID

ACTすこやか子育て講座  参加型＆体験型ワークショップ

　浅川スポーツ公園グラウンドは、老朽化した
人工芝の張り替えおよび排水設備敷設工事を実
施します。
　この期間中は、公園部分は利用可能ですが、
グラウンドは利用休止となります。ご利用の皆
さまにはご不便をおかけしますが、ご理解をお
願いします。
利用休止期間 11月5日㈫～令和2年3月31日㈫

問 文化スポーツ課（☎514-8465） 1001005ID

浅川スポーツ公園グラウンドは
人工芝改修などの工事に伴い
利用休止となります
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