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生活・環境

5月の自然観察会～新緑の多
摩丘陵を散策しよう
� 1010285ID

日程 5月22日㈯※雨天中止 集合 9:30
南平駅、12:30同所解散 内容 樹木・
植物観察 案内 日野みどりの推進委員 
対象 小学生以下は保護者同伴 定員 
申込制で先着20組 費用 1家族300円

（資料代） 申込 5月17日㈪～21日㈮に
電話 問 緑と清流課（☎514-8307）

倉沢里山の見学会～新緑の雑
木林見学� 1016772ID

日程 5月29日㈯※雨天中止 集合 10: 
00倉沢第一緑地（下駐車場）、11:30
同所解散 内容 解説を聞きながら、
新緑の雑木林を見学 案内 倉沢里山
を愛する会 対象 小学生以下は保護
者同伴 定員 申込制で先着20組 申込 
5月17日㈪～28日㈮に電話 問 緑と清
流課（☎514-8307）

「ひきこもり」や「生活の困り
ごと」の出張個別相談会
� 1012326ID

　ひきこもりや生活の困りごとな
ど、相談員がお話を伺いながら解決
の道筋を一緒に考え、関係機関と連
携しながらお手伝いをします。
日時 6月5日㈯10:30～16:30 会場 福祉
支援センター 定員 申込制で先着3組 
申込 6月4日㈮までに電話または市役
所2階セーフティネットコールセン
ターへ※詳細は問い合わせを 問 セ
ーフティネットコールセンター（☎
514-8542）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～育った環境か
らの影響について知ろう
� 1016630ID

日時 6月19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・保育士・
社会福祉士）など その他 1歳～未就
学児の保育、手話通訳あり※6月9日
㈬までに電話またはファクスで申し
込み。手話は要相談 問 平和と人権

課（☎584-2733  FAX 584-2748）

虹
に じ

友
と も

カフェ～LGBTとその家
族・友人のためのコミュニ
ティースペース� 1016631ID

　性別に違和感がある、同性が好き
などのLGBTや、そうかもしれない
と感じている方、あるいはその家族
や友人向けに、お話や友達作りがで
きる場所です。「性別のモヤモヤを
話したい」「一緒に何ができるか考
えたい」「LGBTについてもっと知
りたい」といった気持ちをお持ちの
方は気軽にお立ち寄りください。
日時 6月20日㈰13:30～16:00※入退室 
自由 会場 多摩平の森ふれあい館※
直接会場へ 対象 当事者、親族、支援
者 問 平和と人権課（☎584-2733）

谷戸沢処分場国蝶オオムラサ
キ見学会� 1005528ID

　埋め立てが終了した谷戸沢処分場
で保全している「国蝶オオムラサキ」
の観察や、再生した里山的自然環境
を体感できます。
日時 6月26日㈯8:30～11:30、10:00～
13:00、13:00～16:00※各回入れ替え
制、時間の指定は不可 会場 谷戸沢
廃棄物広域処分場（日の出町）※集
合・解散場所はJR青梅線河辺駅、
詳細は当選者にお知らせ 内容 自然
観察ガイドツアー 対象 多摩地域在
住・在勤・在学者 定員 申込制で各
回40人 申込 東京たま広域資源循環
組合 HP の申込フォームまたははが
きで※詳細は同組合 HP を参照また
は問い合わせを 問 同組合（☎042-
597-6152）

趣味・教養
大ホールひとりじめ～春・夏
� 1000966ID

　ピアノ演奏はもちろん、セッショ
ンやダンスにもご利用いただけます。
日時 5月27日㈭、6月10日㈭・24日㈭、
7月6日㈫・23日㈷10:00～20:00 対象 
小学生以上※小学生は保護者同伴 
定員 申込制で各日先着10組 費用 1枠

（1時間）1人2,000円、2人以上3,000円 
申込 電話またはひの煉瓦ホール（市
民会館）窓口へ その他 営利やレッス
ン目的での使用不可 会場・問  同ホー
ル（☎585-2011）

パソコン講習会（6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 5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

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

6月26日㈯、7月3日㈯ 
10:00～12:00

② Word-1～文字変換、
簡単な案内文作成

6月11日㈮・18日㈮ 
10:00～12:00

③ Word-2～文章作
成、表作成など

6月25日㈮、7月2日㈮ 
10:00～12:00

④ Word-3～地図・写真
入り案内の作成など

6月6日㈰・13日㈰ 
10:00～12:00

⑤ Word-4～ページ番
号、ふりがななど

6月20日㈰・27日㈰ 
10:00～12:00

⑥ Excel-2～グラフの
変更、複数シート
の計算など

6月12日㈯・19日㈯ 
13:00～15:00

⑦ Excel-3～複合グラ
フなど

6月26日㈯、7月3日㈯ 
13:00～15:00

⑧ パワーポイント～経
営報告プレゼンテー
ションなど

6月12日㈯・19日㈯ 
10:00～12:00

⑨ スマートフォン（お持
ちの方）～LINEの操作

6月20日㈰ 
13:00～15:00

子ども・保護者向け
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 6月2日㈬14:00～15:00 内容ふれ
あい遊び、おしゃべり 対象 「はぴは
ぴ」の利用が初めての生後5カ月児ま
でと母親または妊娠中の方 定員 申
込制で先着3組 申込 5月19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）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1011846ID

日時 6月13日㈰14:30～15:30 対象 生
後3～5カ月の乳児と保護者※初めて
の方優先 定員 申込制で先着6組 申込 
5月26日㈬10:00から電話 会場・問  地
域子ども家庭支援センター万願寺

（☎586-1312）

図書館おはなし会（6月）
� 1016848ID

日時・会場・問  下表の通り※直接会場
へ
 0～2歳児対象 

会場・問 日時

高幡図書館
（☎591-7322） 6月2日㈬15:00～15:15

多摩平図書館
（☎583-2561）

6月10日㈭（ひよこタイム）
10:30～10:45

百草図書館
（☎594-4646） 6月16日㈬15:00～15:15

平山図書館
（☎591-7772）

6月17日㈭（ひよこタイム）
10:30～10:45

中央図書館
（☎586-0584） 6月24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） 6月2日㈬15:30～15:45

中央図書館
（☎586-0584） 6月9日㈬15:30～15:45

日野図書館
（☎584-0467） 6月16日㈬15:30～15:45

百草図書館
（☎594-4646） 6月16日㈬15:30～15:45

多摩平図書館
（☎583-2561） 6月23日㈬15:30～15:45

　いずれも参加者多数の場合、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

スポーツ
平山台文化スポーツクラブから
� 1003186ID

 ターゲットバードゴルフ 
日時 毎週水曜・金曜日13:00～16:00 
会場 平山台健康・市民支援センタ
ー 講師 多賀谷忠之氏（公認上級指導
員） 費用 300円※会員150円
 ノルディックウオーキング教室 
日時 毎月第1日曜・第3土曜日9:30～
11:30 会場 平山台健康・市民支援セ
ンター 内容 ポールの使い方講習後、
近くの公園を歩く 講師 朝倉知子氏

（公認上級指導員） 費用 300円※会員
150円

 山歩き～物見山（375㍍） 
日程 5月25日㈫ 集合 7:50JR八王子駅
八高線ホーム前寄り、16:30西武鉄
道武蔵横手駅解散 コース 西武鉄道
高麗駅～日和田山～物見山～五常の
滝（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）

東部会館いきいき教室～骨盤
なめらか体操教室
 1000974ID

日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30
と11:00～12:00 会場 同会館集会室 
定員 申込制で各回先着5人 費用 5回
で5,500円のチケット購入制 申込 電
話 問 同会館温水プール（☎583-5266）

スポーツ推進委員会～スポー
ツ体験会� 1011955ID

日時 6月13日㈰9:45～11:30※荒天中
止 会場 東光寺小校庭※直接会場へ 
種目 グラウンド・ゴルフ 持ち物 飲
み物、汗拭きタオル※動きやすい服
装、運動靴で その他 用具の貸し出
しあり。自宅での検温、マスクの着
用を。駐車場なし 問 文化スポーツ
課（☎514-8465）

市民体育大会～ソフトボール
競技� 1003171ID

日程 6月20日から毎週日曜日 会場  
実践女子学園グラウンド、万願寺中
央公園グラウンド 対象 市内在住・

在勤・在学者で構成されたチーム 
費用 1チ ー ム2,500円 ※6月6日 ㈰13: 
00～14:00に中央公民館で徴収。高
校生・中学生の部は無料 その他 監
督会議は中止。組み合わせは日野市
ソフトボール連盟で代理抽選し、同
連盟 HP に掲載 問 日野市体育協会事
務局（☎582-5770）

スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～あじさいウ
オーキング 1014139ID

日程 6月6日㈰※荒天中止 集合 9:15
～9:30潤徳小南門、11:30高幡不動尊
解散※直接集合場所へ。受け付け後
随時スタート コース 石田寺～万願
寺中央公園（約5㌔） 対象 運動の制限
を受けていない方 持ち物 飲み物、
汗拭きタオル、雨具※動きやすい服
装、運動靴で その他 自宅での検温、
マスクの着用を 問 文化スポーツ課

（☎514-8465）

サッカー4級審判取得講習会
� 1008275ID

日時 6月20日㈰9:30～16:00 会場・内容 
午前…市民の森ふれあいホール（講
義）、午後…市民陸上競技場（実技） 
定員 申込制で先着40人 費用 7,500円
※ユース・ジュニアユース4,500円。
いずれも登録料含む 申込 6月4日㈮

（必着）までに〒191-0032三沢4-2-7-
3-401日野市サッカー連盟へ申込書

（市役所3階文化スポーツ課にあり）
を郵送 問 同連盟（上島☎090-8497-
2557）

1000966ID
S

シ オ

IO 僕らの町コンサート2021
　日野市出身、多摩地区を中心に全国
で活動するSIO。あふれる温かな歌声
を故郷の町に響かせます。ぜひご来場
ください。

日時 6月13日㈰14:00から
出演 SIO（シンガーソングライター）
費用 3,000円※未就学児無料
申込 ひの煉瓦ホール（市民会館）窓口、
七生公会堂窓口または同ホール HP のオ
ンラインチケットサービスから
会場・問  同ホール（☎585-2011）
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