幼児と保護者

幼稚園のイベント

幼稚園においでよ〜鯉
のぼりをつくろう！

4月の幼稚園

会場・問 第 二 幼 稚 園
（ ☎591‑

4125）

ID 1004226

日時 21日㈬9:15〜11:00 対象 乳

ひよこの日〜こいのぼ 幼児と保護者
りを作ろう！
会場・問 第 四 幼 稚 園
（ ☎583‑
3903）
日時 20日㈫9:15〜11:00 対象 乳
幼児と保護者

会場・問 第 七 幼 稚 園
（ ☎586‑
3770）
日時 20日㈫9:30〜11:00 対象 乳

公民館の催し

暮らしに潤いを〜お花
を生けよう！

※新型コロナウイルス感染症防
止対策にご協力ください

会場・問 中 央 公 民 館
（ ☎581‑

問 中央公民館高幡台分室
（☎
592‑0864）
市内の小・中学校で特別支援

幼 稚 園 の イ ベ ン ト・ 公 民 館 の
催し・その他

問 子育て課
（☎514‑8579）

ジュニアリーダー講習会では、異年齢交流やレ
クリエーションなど、さまざまな体験活動を行っ
ています。市内のさまざまな地域から集まる仲間
や 高 校 生、 大
学生のリーダ
ーと一緒に楽
しく活動しま
せんか。
日程・内容 下表の通り 活動時間 原則半日もしくは1

日※詳細は講習会でお知らせ 活動場所 第3回以外
は市内の施設※詳細は講習会でお知らせ 講師 ボラ
ンティアスタッフ
（リーダー）
、日野市青少年委員
の会 対象 自分の身の回りのことを自分でできる市
内在住の小学5年〜中学生 定員 30人※申込多数の
場合は抽選 費用 2,100円
（消耗品費、施設の使用料
など）※全7回分 申込 5月6日㈭（必着）までに〒191‑
8686日野市役所子育て課ジュニア担当へ はがき ま
たは電子申請（右記 QR コードから）。
氏 名（ ふ り が な）、 住 所、 電 話 番 号、
学校名・学年を記入
回数
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日程

内容

第1回

6月20日㈰

開講式・仲間づくり

第2回

7月18日㈰

ハンドロウルの体験

第3回

8月7日㈯

お楽しみ企画

第4回

9月26日㈰

リーダー企画

第5回

10月23日㈯

ナイトハイク

第6回

11月21日㈰

リーダー・講師企画

第7回

12月19日㈰

閉講式

今号に関するお問い合わせ

7580）

日野市少年学級〜学級 日時 5月25日 ㈫、6月8日 ㈫・22
生募集 ID 1016622 日㈫10:00〜12:00 内容 生け花の

日野市
ジュニアリーダー講習会
ID 1004068

ID 1016626

日野市役所 代表☎ 585−1111
かんたん検索 ! 市公式 HP に各記事の見出し横の ID 番号を入力

基本を学び、花に向き合って自
分なりに表現することを学ぶ
講師 成松和子氏
（池坊師範）対象

全回参加できる市内在住・在
勤・在学者 定員 申込制で先着
（花代）申込
20人 費用 1回1,000円
4月17日㈯ 9:00から電話または
来館

第15回歳の鬼あし多摩川ラ
ンニング大会を中止します
ID 1016822

問 文化スポーツ課

（☎514‑8465）

5月9日㈰に開催を予定して
いた第15回歳の鬼あし多摩川
ランニング大会は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のた
め、中止します。参加申し込
みをされたランナーの皆さま
には、改めて中止の通知、参
加賞などを郵送します。

催 し
子ども・保護者向け
図書館おはなし会
（5月）
ID 1016551

日時・会場・問 下表の通り※直接会

場へ
0〜2歳児対象
会場・問
高幡図書館
（☎591‑7322）
多摩平図書館
（☎583‑2561）
百草図書館
（☎594‑4646）
平山図書館
（☎591‑7772）

第24回

WEB クイズ クイズ王段位認定

ID 1016825

問 ひの新選組まつり実行委員会事務局
（産業振興課☎

514‑8461）

今年のひの新選組まつりのテーマは、「歳三、サイバ
ー空間を駆ける！」です。楽しみながら新選組とそのふ
るさと日野市のことをより知っていただけるよう、専
用 Web サイトでクイズ形式の段位認定を行います。ク
イズに答えて一定の段位を取得した人には、抽選で新
選組関連賞品をプレゼントします。
日時 4月15日 ㈭0:00〜5月15日 ㈯23:59 対象 小 学 生 以 上
出題および認定方法 4月15日から開設する専用Ｗ eb サイ
ト（https://shinsengumi‑quiz.jp）によるＷ eb 回答方
式。正答数に応じて段位を認定。Ｗ eb サイトから認定
証を発行 問題数 50問 応募方法 問題に挑戦し、一定以上
の段位で賞品応募資格を入手※隊士コンテストのライ
ブ配信当日に発表されるキーワードを添えて応募する
と、当選の確率が上がります ルール 問題は何回でも挑
戦可。一度に50問すべて回答しなくても可。賞品の応
募は1アカウント当たり1回のみ 賞品 応募者の中から抽
選で200人に新選組のふるさと史跡巡りセットや日野宿
交流館おいしい
ものセットなど
をプレゼント※
当選発表は賞品
の発送をもって
代えさせていた
だきます

中央図書館
（☎586‑0584）

日時
5月12日㈬
15:00〜15:15
5月13日㈭
（ひよこタイム）
10:30〜10:45
5月19日㈬
15:00〜15:15
5月20日㈭
（ひよこタイム）
10:30〜10:45
5月27日㈭
10:30〜10:45

3歳〜未就学児対象
会場・問

日時

高幡図書館
（☎591‑7322）

5月12日㈬
15:30〜15:45

中央図書館
（☎586‑0584）

5月12日㈬
15:30〜15:45

日野図書館
（☎584‑0467）

5月19日㈬
15:30〜15:45

百草図書館
（☎594‑4646）

5月19日㈬
15:30〜15:45

多摩平図書館
（☎583‑2561）

5月26日㈬
15:30〜15:45

いずれも 定員 参加者多数の場合、
人数を制限しお待ちいただく場合あ
り※詳細は図書館 HP を参照または
各館に問い合わせを 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

趣味・教養

企画展〜訪ねてみよう 日野
ID 1016662
の自然

FAX 581−2516

soudan@city.hino.lg.jp

郷土資料館出張パネル展〜程
ID 1016663
久保川
市内だけを流れる程久保川の歴史
や、周辺に見られる動物・植物につ
いて紹介します。
日時 4月22日㈭までの9:00〜19:00
会場 多摩平の森ふれあい館 問 郷土
資料館（☎592‑0981）

平山台文化スポーツクラブから
ID 1003186

絵画教室
（水彩画）

日時 毎月第2木曜・第4土曜日13:30〜

あいの道（11.8㌔）費用 600円※交通
費別途。弁当持参
いずれも 申込 電話、ファクスまた
は E メール 問 同クラブ（☎・FAX 506‑
9979
hirayamadai@hop.ocn.
ne.jp）

パソコン講習会
（5月）
日時・内容 下表の通り 対象 ①以外は

文字入力ができる方 費用 ①〜⑧各
3,060円⑨1,020円※いずれもテキス
ト 代 含 む その他 個 別 指 導（1時 間
1,530円）あり 申込 4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

16:00 会場 平山台健康・市民支援セ
ンター 講師 杉江ヨシエ氏（日本水彩
画会会員）費用 600円
書道教室
日時 毎月第2・第4月曜日14:00〜16:00
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 赤利信子氏
（読売書法会会友）
費用 700円
茶道教室
日時 毎月第3水曜日13:30〜16:00 会場
平山台健康・市民支援センター 講師
田中弘子氏（裏千家指南）費用 1,500
円
山歩き〜顔振峠
（奥武蔵）
（500㍍）
日程 4月27日㈫ 集合 7:50JR 八王子駅
八高線ホーム前寄り、14:00西武鉄
道吾野駅解散 コース 西武鉄道東吾
野駅〜福徳寺〜ユガテ〜エビガ坂〜
十二曲り〜一本杉展望所〜関東ふれ

日野宿発見隊

日時

①初めてのパソコン
（基
5月28日㈮、6月4日㈮
本操作）
〜電源の入切、
10:00〜12:00
マウス操作、文字入力
② Word‑1〜文字変換、 5月9日㈰・16日㈰
簡単な案内文作成
10:00〜12:00
③ Word‑2〜文章作成、 5月23日㈰・30日㈰
表作成など
10:00〜12:00
④ Word‑3〜地図、写真 5月15日㈯・22日㈯
入り案内の作成など
13:00〜15:00
⑤ Excel‑1〜基本操作と 5月29日㈯、6月5日㈯
計算など
13:00〜15:00
⑥ Excel‑3〜複合グラフ 5月15日㈯・22日㈯
など
10:00〜12:00
⑦ Scratchでプログラミ
5月14日㈮ ･21日㈮
ング 入門〜操作説明
10:00〜12:00
とミニゲームをつくる
⑧ Google・G メールの
5月29日㈯、6月5日㈯
使い方〜Google 検
10:00〜12:00
索、メール操作など
⑨スマートフォン
（お持
5月23日㈰
ちの方）
〜アプリのダ
13:00〜15:00
ウンロードと使い方

ID 1016619

問 日野図書館
（☎584‑0467）

デジタルスタンプラリー in 日野宿2021
日野宿の見どころに掲示されたスタンプの絵柄を
スマートフォンで集めながら、新選組のふるさと日
野をお楽しみください。
期間 4月29日㈷〜5月9日㈰ 参加方法 日野宿発見隊 HP

▲キビタキ
※4月15日から開設

み方とともに紹介します。
日時 10月17日 ㈰ ま で の9:00〜17:00
※月曜日、5月6日㈭、8月10日㈫、9
月21日㈫を除く。5月3日㈷、8月9日
㈷、9月20日㈷は開館 会場・問 郷土
資料館（☎592‑0981）

催し

なかよしきっず〜はじめ
まして よろしくね！ こ
いのぼりを作ろう！

教育を受けている児童・生徒が
地域の中で学び合うため、学生
ボランティアを交えて、月1回
の定例会（サッカー教室、クリ
スマス会、バスハイクなど）や
毎月第1土曜日にリトミック教
室を行っています。
対象 市内の小・中学校で特別支
援教育を受けている児童・生徒

日野の地形や動植物はどのような
特徴があるのかについて、写真や標
本を展示し、自然観察や散策の楽し

（下記 QR コード）から スタンプ絵柄掲示場所 坂下地
蔵、とんがらし地蔵、八坂神社、日野煉瓦橋、日野
銀行跡、宝泉寺、大昌寺など 記念品 スタンプを10個
集めて日野図書館へ※スタンプラリー期間中の日野
図書館開館時間内に進呈

広報

▲坂下地蔵の
スタンプ

第1501号 令和3年4月15日
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