
催 し
生活・環境

普通救命講習 1002423ID

日時 ７月２５日㈰９:00～１２:00 会場 日野
消防署 内容 心肺蘇生法、AEDの使
用方法、窒息の手当、止血の方法な
ど 定員 申込制で先着１0人 費用 １,５00
円（テキスト代） 申込 電話 問 日野消
防署（☎５８１-0１１９）

健康
医師によるまちの在宅医療相
談会 1017190ID

　在宅医療や在宅みとりをお考えの
方に在宅診療医などによる個別相談
を実施します。
日時 ７月３0日㈮１４:00～１6:00 会場 福
祉支援センター 対象 在宅医療・自
宅でのみとりをお考えの方 定員 申
込制で先着４人 申込 ７月５日㈪～２6日
㈪８:３0～１７:１５に電話※土曜・日曜
日、祝日を除く。あらかじめ状況を
確認します 問 在宅療養支援課（☎
５１４-８１８９）

子ども・保護者向け
子ども昆虫教室

日時 ７月１0日㈯１0:00～１２:00 会場 緑
化交流センター（神明） 講師 中村芳
樹氏（元日本甲虫学会会員）、森川正

昭氏（日野の自然を守る会） 対象 小
学生 定員 申込制で先着１５人 申込 ７
月５日㈪から電話 問 （公財）日野市環
境緑化協会（☎５８５-４７４0）

子育てサークル・子育て支援
グループポスター展～どんな
サークル・支援グループがあ
るの？ 1011845ID

　子ども家庭支援センターに登録し
ている各団体の活動を紹介する、手
作りポスターを展示します。ぜひ、
ご来場ください。
日程 ①７月１５日㈭～７月２１日㈬②７月
２７日㈫～８月１日㈰ 会場 ①地域子ども
家庭支援センター万願寺②多摩平の
森ふれあい館 問 ①地域子ども家庭
支援センター万願寺（☎５８6-１３１２）②
地域子ども家庭支援センター多摩平

「はぴはぴ」（☎５８９-１２60）

夏休みジュニアスタッフ募集
 1017205ID

　夏休みに図書館の仕事を体験して
みませんか。普段は見られない、開
館前の図書館の様子を知ることもで
きます。
日時 ①７月２９日㈭・３0日㈮②８月５日
㈭・6日㈮いずれも８:４５～９:４５※２日
間連続参加 対象 小学５年～中学生 
定員 申込制で各館先着２人 申込 ７月6
日㈫１0:00から各館に電話または来館 
会場・問  ①中央図書館（☎５８6-0５８４）、
日野図書館（☎５８４-0４6７）、平山図書
館（ ☎５９１-７７７２）② 高 幡 図 書 館（ ☎

５９１-７３２２）、多摩平図書館（☎５８３-
２５6１）、百草図書館（☎５９４-４6４6）

みんなの環境セミナー～黒川
清流公園で昆虫採集をしよう
 1014445ID

日時 ７月２４日㈯９:３0～１１:３0 会場 カワ
セミハウス、黒川清流公園 講師 森
川正昭氏、関根孝子氏（いずれも日
野の自然を守る会） 対象 おおむね小
学生以下の子どもと保護者 定員 申
込制で先着１0組 申込 ７月３日㈯から
電話※月曜日を除く９:00～１７:１５ 問 
カワセミハウス（☎５８１-１１6４）

日野宿子ども発見隊～夏休
み！親子で調べよう日野用水
 1017267ID

　用水にすむ生き物を観察し、図書
館の本で調べよう。
日程 ７月２４日㈯ 集合 ９:３0新東光寺地
区センター前用水、１２:00同所解散 
講師 日野宿発見隊 対象 小学生と保
護者 定員 申込制で先着１0組 その他 
貸し出し用の網・バケツあり 申込 ７
月6日㈫～２0日㈫１0:00～１７:00に電話 
または来館※月曜日を除く 問 日野
図書館（☎５８４-0４6７）

みんなで話そう～シングルマ
マ・パパの集い 1008504ID

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか。お子さまも一緒に参加
できます。
日時 ７月２５日㈰１５:３0～１７:00 会場 万

願寺交流センター※直接会場へ 対象 
ひとり親で子育て中の方 問 地域子
ども家庭支援センター万願寺（☎
５８6-１３１２）

七生中地区青少年育成会～夏
休みラジオ体操に参加しませ
んか 1009431ID

　子どもたちはもちろん、地域の皆
さまも一緒にラジオ体操でさわやか
に一日のスタートを切りましょう。
日時 ７月２6日㈪～３0日㈮７:１0～７:４0※
雨天中止 会場 七生中校庭※直接会場
へ 内容 ラジオ体操第一・第ニ 対象 
小学３年生以下は保護者同伴 持ち物 
飲み物 その他 当日はマスクの着用
を。会場での検温あり 問 同会（宮下
☎５９２-４66３※夜間のみ）

趣味・教養
日野宿本陣七夕祭 1017416ID

　７月７日の七夕に合わせ、玄関や土
間に笹飾りを飾るほか、座敷や縁側
にも七夕にちなんだ飾り付けを行い
ます。
日時 ７月７日 ㈬ ま で の９:３0～１７:00※
入館は１6:３0まで。７月５日㈪を除く 
会場 日野宿本陣 費用 ２00円（入館料）
※小・中学生５0円 問 ふるさと文化
財課（☎５８３-５１00）

平山台文化スポーツクラブから
 1003186ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
 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
 樹脂粘土教室 
日時 毎月第１水曜日１３:３0～１５:３0 会場 
平山台健康・市民支援センター 内容 
樹脂粘土を使って花、人形、盆栽を
作る 講師 天野敏子氏（樹脂粘土アー
ト主宰） 費用 １,000円（材料費含む）
 街歩き～武相荘（町田市） 
日程 ７月９日㈮ 集合 １0:00小田急線鶴
川駅北口改札、１４:00京王バス多摩
センター駅解散 コース 妙行寺～能ケ
谷神社～武相荘～神明神社～広袴不
動尊～国士舘大学～井の花～野津田
公園～小野神社（約１２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 ５0 
6-９９７９ hirayamadai@hop.ocn.
ne.jp）

大菊（福助）の育て方講習会
日時 ７月２１日㈬９:３0～１１:３0 会場 緑化
交流センター（神明） 講師 志村進一
氏（日野市菊友会） 定員 申込制で先
着２0人 その他 講習会参加者に菊花
コンテスト用の大菊苗を配布 申込 ７
月５日㈪から電話 問 （公財）日野市環
境緑化協会（☎５８５-４７４0）

スポーツ
障害者スポーツ体験教室
 1016636ID

　種目など詳細は市 HP を参照また
はお問い合わせください。
日時 ７月１３日㈫、８月３１日㈫、９月２１日
㈫・２８日㈫１４:00～１6:00 会場 市民の
森ふれあいホール※直接会場へ 
講師 東京ヴェルディ㈱普及コーチ 
対象 市内在住・在勤・在学で障害
の有無に関わらず行き帰りが自力で
行える小学生以上の方 定員 先着３0
人 問 文化スポーツ課（☎５１４-８４6５）

スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～真夏のブ
ルーベリーウオーキング
 1012006ID

日程 ８月１日㈰※雨天中止 集合 ８:３0～
９:４５多摩平第一公園西側入口付近※
受付後、グループで順次スタート。
最終ゴール時間は１１:３0まで コース 
日野台公園～八王子東特別支援学校
～七ツ塚ファーマーズセンター～ブ
ルーベリー福島（ブルーベリー狩り）

（約３㌔） 対象 運動の制限を受けてい
ない方 定員 申込制で５0人 費用 ２５0
円（ブルーベリー狩り代※カップ１杯
程度）持ち物 飲み物、タオル、雨具、
日傘※動きやすい服装、運動靴で 
その他 自宅での朝の検温、マスク着
用を※ウオーキングのみの参加可

（直接集合場所へ） 申込 ７月１５日㈭
（必着）までに〒１９１-８6８6日野市役所
文化スポーツ課へ 往復はがき  で。往信
用裏面に氏名、住所、年齢、電話番
号（家族、グループでの参加は全員
分）を、返信用表面に郵便番号、住所、

氏名を記入※申込多数の場合は抽
選。結果は代表者へ通知 問 文化ス
ポーツ課（☎５１４-８４6５）

市民体育大会 1003171ID

 軟式野球競技 
日程 ９月５日からの毎週日曜日 会場 
多 摩 川 グ ラ ウ ン ド 費用 １チ ー ム
９,000円（参加費）その他 組み合わせ
抽選は申込時に実施予定※詳細は実
施要項（日野市軟式野球連盟 HP か
ら ダウンロード  可。市役所３階文化スポ
ーツ課、市民陸上競技場にあり）参
照 申込 ７月２４日 ㈯１７:00～１９:３0また
は２５日㈰９:00～１２:00に申込書と参
加費を多摩川グラウンド管理棟へ持
参 問 日野市軟式野球連盟（☎0８0-
２0３８-３４９３）
 サッカー競技 
日程 ９月１９日からの土曜・日曜日、
祝日 会場 市民陸上競技場など 種目 
男子一般（１6歳以上、３0歳以上）、壮
年（４0歳以上、５0歳以上、60歳以上）、
中学生、小学生（２年生以下、４年生以
下、6年生以下）、女子一般（中学生以
上）、レディース（２５歳以上）、少女（小
学３年生以下、6年生以下） 対象 市内
在住・在勤・在学者で構成するチー
ム（登録３0人以内）※各チームにS４級
以上の審判員がいること 費用 １チー
ム１２,000円※小・中学生、女子一般・
レディース・少女の部は6,000円。７
月３１日㈯に市民の森ふれあいホール
で開催する代表者会議で徴収 申込 ７
月９日㈮までに日野市サッカー連盟

（  simin_taikai@yahoo.co.jp）へ
申込書（同連盟 HP または日野市体
育協会 HP から ダウンロード  可。市役所
３階文化スポーツ課、市民陸上競技
場にあり）をEメールで。詳細は実
施要項を参照 問 日野市体育協会事
務局（☎５８２-５７７0）

東部会館いきいき教室「骨盤
なめらか体操教室」～骨盤底
筋群にアプローチ
 1000974ID

　寝る、立つ、四つんばいなどでゆ
ったりと全身をストレッチします。
日時 毎週金曜・土曜日９:３0～１0:３0、
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）

　日野市は新選組とのゆかりが深く「新選
組のふるさと」と呼ばれ、毎年夏に小・中
学生向けの「新選組」を紹介する企画展示を
開催しています。今年は、「謎解き新選組」
の隊士として、展示してある資料をヒント
に江戸時代や新選組、日野などの歴史に関
するクイズに挑戦してみてください。地域
の歴史や新選組について、楽しみながら学
べる内容となっています。また会期中には
剣術演武も開催予定です。皆さまのご来館
を待ちしています。
　詳しくはチラシ、新選組のふるさと歴史
館 HP  などをご覧ください。

日時 ７月２0日㈫～９月５日㈰９:３0～１７:00※月
曜日を除く。８月９日は開館し１0日に休館。
入館は１6:３0まで
費用 ２00円（入館料）※小・中学生５0円

▼関連行事
 天然理心流演武 
　新選組の土方歳三や井上源三郎が習得し
た剣術（天然理心流）について解説付きの演
武を行います。
日時 ７月３１日㈯１１:00～１２:00※雨天中止
会場 日野宿本陣駐車場※直接会場へ

謎解き新選組 ～幕末クイズに挑戦せよ!!新選組のふるさと歴史館
夏の企画展

1017240ID 　会場・問  新選組のふるさと歴史館（☎５８３-５１00）

▲過去の展示風景

▲天然理心流演武
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