
催 し
生活・環境

高幡不動尊あじさいまつり
　華やかな西洋アジサイや可憐な山
アジサイなど、全国各地から集めた
約２50種のアジサイ7,500株が、境内
から山にかけて咲き競います。
日程 ６月１日㈫～３0日㈬ その他 新型
コロナウイルス感染予防のため、諸
行事を内容変更もしくは中止する場
合あり。詳細は高幡不動尊 HP また
は問い合わせを 会場・問  高幡不動尊

（☎59１-00３２）

男女共同参画週間に伴うパネ
ル展� 1017174ID

　６月は男女雇用平等推進月間です。
また、６月２３日㈬～２8日㈪は男女共
同参画週間です。男女ともに働きや
すい社会を目指し、ワーク・ライフ・
バランスの推進のためパネル展を行
います。
日程 ６月１5日㈫～２9日㈫ 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 ワーク・ライ
フ・バランスの推進、男女雇用平等
推進、相談事業の紹介など 問 平和
と人権課（☎58４-２7３３）

子ども・保護者向け
オンライン講演会～子どもの
スキンケアと食物アレルギー

1017022ID

　Zoomを使用した講演会です。詳
細は市 HP をご覧ください。
日時 ６月２６日㈯１３:３0～１5:00 講師 樺
島重憲氏（国立成育医療研究センタ
ーアレルギーセンター総合アレルギ
ー科医師） 対象 乳幼児から小学生ま
での子どもの保護者、妊娠中の方、
子育て支援に携わる方 定員 申込制
で先着３0人※市内在住者優先 申込 ６
月１日㈫～１６日㈬に電子申請 問 子ど
も家庭支援センター（☎8４３-３６６３）

子ども体験塾～トイ・トイ・
オーケストラ！� 1017070ID

日時 8月１8日㈬１４:00～１5:３0 会場 J:C
OMホール八王子（八王子市） 対象
八王子・日野市在住・在学の４歳～
高校生と保護者※小学生以下は保護

者同伴 定員 申込制で１,500人※応募
者多数の場合は抽選 費用 １,６00円※
高校生以下無料 申込 7月１３日㈫（消
印有効）までに〒１9２-00６６八王子市
本町２４-１八王子市学園都市文化ふれ
あい財団へはがきまたは下記QRコ
ードから。代表者の氏名・住所・電
話番号、参加人数（６人まで）、参加
者氏名（ふりがな）・学校名・学年（就
学前児童は年齢）を記入※バックス
テージツアー、リハーサル見学、指
揮者体験、アナウンス体験を希望す
る場合は合わせて記載
を 問 八王子市学園都市
文化ふれあい財団（☎
0４２-６２１-３005）

趣味・教養
Zoomおためし講座

　パソコンやスマートフォンで気軽
にオンライン会議ができる「Zoom

（ズーム）」。講座を受けたり、家族
や友人、サークル仲間と話をするの
に役立ちます。
日時・内容 ①入門編…６月9日㈬１４:00
～１5:00、１8日 ㈮１0:00～１１:00② ス テ
ップアップ編…１４日㈪１４:00～１5:00、
２5日㈮１0:00～１１:00 参加方法 Zoom
※①は会場（中央福祉センター）参加
あり 定員 ①の会場参加は申込制で
先着１0人 申込 Eメールまたは下記
QRコードから。氏名、電話番号、
希望講座名、希望日時、参加方法

（Zoomまたは会場）、使用機器（PC、
スマートフォン、タブレット）を記
入 問 日野市ボランティ
ア・ セ ン タ ー（☎58２-
２３１8  hino-vc@hino
suke.org）

赤レンガプロジェクト企画
1000966ID

 ベイビー・ブーコンサート 

　ひの煉瓦ホールが歌声喫茶に！ 
「声」だけで魅せる唯一無二のコーラ

ス・エンターテイメントグループ
「ベイビー・ブー」のコーラスをお楽
しみください。
日時 ６月２7日㈰１４:00から 費用 ２,000
円（チケット代） 申込 電話またはひ
の煉瓦ホール（市民会館） HP から
テラ・カンタービレクラシックアン
サンブルコンサート 

　華麗なるタップダンスとクラシッ
ク音楽の世界をご堪能ください。
日時 7月４日㈰１４:00から 出演 Lily（タ
ップアーティスト=写真左）、西田
純子（ピアノ=写真右） 費用 ２,000円

（チケット代）  申込 電話またはひの
煉瓦ホール（市民会館） HP から
　いずれも 会場・問  ひの煉瓦ホール

（☎585-２0１１）

パネル展～程久保の歴史と自
然� 1017019ID

日程 7月１４日㈬までの9:00～１7:00※
月曜日休館 内容 程久保に伝わる「勝
五郎生まれ変わり物語」、村絵図、
程久保川・丘陵の特徴などのパネル
展 会場・問  郷土資料館（☎59２-098１）

ひの亭煉瓦寄席～特撰東西落
語名人会� 1000966ID

　三遊亭小遊三師匠（=写真右）、桂
文珍師匠（=写真左）が笑いの世界に
誘います！ 
日時 9月１日㈬１４:00から 費用 ４,３00円

（チケット代） 申込 ６月5日㈯１0:00か
ら電話またはひの煉瓦ホール（市民
会館） HP から 会場・問  ひの煉瓦ホー
ル（☎585-２0１１）

TAMA市民塾塾生募集
　申込方法など詳細は塾生募集案内

パンフレットまたはTAMA市民塾 
HP（https://tama-shimin-juku.
com）をご覧ください。
期間 １0月～令和４年３月（６カ月コース） 
会場 多摩交流センター（府中市） 
内容 「奥多摩の低山を歩く」、「見る！
知る！食す！世界遺産の旅！」など
全１5講座 費用 ４,２00円（全６回）、8,４00
円（全１２回）※教材費など別途必要な
場合あり 問 TAMA市民塾（☎0４２-
３３5-0１１１※平日9:00～１６:00）

スポーツ
東部会館から 1000974ID
問 同会館温水プール（☎58３-5２６６）

 臨時休業のお知らせ 
　６月１5日㈫・１６日㈬は定期清掃の
ため、プールのみ休業します。
 骨盤なめらか体操教室 
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

スポーツ推進委員会～第11
回ハンドロウルふれあい大会

1012420ID

日時 ６月２0日㈰9:00～１２:00 会場 市民

の森ふれあいホール 対象 運動の制
限を受けていない方 費用 500円※当
日徴収 その他 １チーム３人（個人参加
可） 申込 ６月１１日㈮までに申込書（市
役所３階文化スポーツ課にあり）をフ
ァクス（ FAX 58１-２5１６）または持参※
持参の場合は土曜・日曜日を除く 
問 文化スポーツ課（☎5１４-8４６5）

市民体育大会� 1003171ID

 アクアスロン競技 
日程 7月１8日㈰※荒天中止 会場 市民
プールおよび浅川河川敷 内容 Ａ…
スイム１50㍍、ラン１㌔、Ｂ…スイム
３00㍍、ラン２㌔、Ｃ…スイム75㍍、
ラン１㌔※Ｃのスイムは親子リレー
方式（子ども２5㍍、親50㍍）。詳細は
要項（市役所３階文化スポーツ課にあ
り。日野アクアスロン大会 HP に掲
載）参照 対象 小学生以上 費用 １,000
円※小・中学生500円、親子１,000円 
申込 ６月３0日㈬まで※要項参照 問 日
野市体育協会事務局（☎58２-5770）
 中学生バレーボール競技6人制大会 
日時 ６月２0日㈰9:00から 会場 市民の
森ふれあいホール 対象 市内在学の
中学生で編成されたチーム 申込 ６月
7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（市役所３階文化スポーツ課、市
民陸上競技場にあり）を郵送、ファ
クスまたは持参※持参の場合は６日
㈰まで 問 日野市バレーボール連盟

（天野☎070-１３97-４5２６）

平山台文化スポーツクラブから
1003186ID

 街歩き 
日程 ６月１１日㈮ 集合 １0:00小田急線
唐木田駅改札口、１４:00小田急線永
山駅解散 コース 国際ゴルフ場～一
本杉公園～古代五差路（１0㌔） 費用
６00円※交通費別途。弁当持参
 護身合気道 
日時 毎週土曜日１３:３0～１5:３0 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師
大重雄二氏（公認指導員） 費用 ４00円
※中学生以下３00円
 太極拳 
日時 毎週木曜・金曜日１0:00～１１:３0 
会場 平山台健康・市民支援センター 
講師 古賀眞知子氏・大平弘子氏（公
認指導員） 費用 ６00円 
　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）

スマホマイスター
養成講座
ガイダンス

スマートフォン
使い方講座

問 日野市ボランティア・センター（☎58２-２３１8）

問 日野市ボランティア・センター（☎58２-２３１8）

　スマホを使う立場から教える立場になりませ
んか。講座でスマホの基本操作を教える技術を
学び、市民にスマホの基本操作を教える先生に
なるための養成講座のガイダンスを行います。

日時 ６月２３日㈬・２8日㈪１４:00～１7:00
会場 中央福祉センター
対象 スマートフォンの通話・メールなどの基本
操作ができる方
定員 申込制で各日先着３0人
申込 右記QRコードにて

　スマートフォンの操作に慣れていない方
を対象に、基本的な操作の仕方やアプリケ
ーションのインストール方法、セキュリテ
ィ対策について学びます。

講師 ㈱アミュー
対象 スマートフォンの使い方に関心がある
おおむね６0歳以上の方
申込 ６月３日㈭9:00から電話

1017015ID

1017016ID

日程 時間 会場 定員
7月２日㈮ １0:00～１２:00 多摩平交流センター ３0人

7月5日㈪
１0:00～１２:00 平山交流センター ３0人
１４:00～１６:00 中央福祉センター ３0人

7月7日㈬
１0:00～１２:00 福祉支援センター ２0人
１４:00～１６:00 湯沢福祉センター ３0人

日時・会場・定員

ガイダンス 問
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