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 ヨーガ教室 
日時 毎週月曜日9:00～12:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師
鴻野美奈子氏、山田由美氏、静田奈
穂氏（いずれも公認指導員） 費用 600
円※会員300円
 健康体操教室 
日時 毎月第2～第4土曜日10:00～11:
30 会場 平山台健康・市民支援セン
ター 講師 金子十美代氏（健康運動指
導士） 費用 600円※会員250円
 夏休み早朝ラジオ体操 
日時 7月21日 ㈬～25日 ㈰6:25～6:45 
会場 平山台健康・市民支援センター 
その他 5日間参加の方にはお土産あ
り
 山歩き～大塚山（920㍍） 
日程 7月27日㈫ 集合 8:00JR立川駅青
梅線ホーム前寄り、14:00御岳登山
鉄道御岳山駅解散 コース JR青梅線
古里駅～万世橋～丹生明神～大塚山
山頂～御岳山（8㌔） 費用 600円※会
員500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）

生活・環境
ダンボールコンポスト講習会

1011572ID

ダンボールコンポストの始め方（オ
ンライン講習会）
　ダンボールコンポストは生ごみを
植物に必要な堆肥にします。生ごみ
を捨てずに生かして家庭菜園を楽し
みませんか。
日時 7月28日㈬・30日㈮13:30～15:00 
会場 Zoomによるオンライン 講師
畑中陽子氏（ひの・まちの生ごみを
考える会） 定員 申込制で各日先着5人 
申込 氏名、希望日、電話番号をEメ
ール 問 畑中（☎843-1759 

 info@namagomi-
heraso.com）
生ごみ処理器～ダンボールコンポ

スト使い方講習会

日時 8月4日㈬10:00から 会場 市役所
1階101会議室 定員 申込制で先着13
人 申込 電話 問 ごみゼロ推進課（☎
581-0444）

観察会〜川の生きものをさが
そう！ 1011983ID

　程久保川・浅川合流点付近で川の
生きものを捕まえて観察します。
日程 8月15日㈰※雨天中止 集合 9:30
百草園駅改札前、12:00現地解散 講師
日野の自然を守る会 定員 申込制で
先着15人 申込 7月17日㈯から電話※
月曜日を除く9:00～17:00 問 カワセ
ミハウス（☎581-1164）

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 8月15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）

ものづくり体験入校
1003501ID

　メカトロニクス科が実施する「光
センサーよけロボの製作」の体験入
校です。ものづくりの楽しさを感じ
られる内容です。初心者の方も大歓
迎です。
日時 8月16日㈪10:00～15:00 会場 東
京都立多摩職業能力開発センター八
王子校（八王子市） 対象 入校を検討
している17～35歳の方 定員 申込制
で先着10人 申込 7月15日㈭から※詳
細は同校 HP 参照 問 同校（☎042-

622-8201）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座〜人との関わり
について考えてみよう!

1016630ID

日時 8月21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※8月10
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）

自死遺族を支えるために〜
トーク＆交流会 1013145ID

　「なぜ？」「もっと何かできること
があったのでは？」「誰にも話せな
い」。身近な方を自死（自殺）で亡く
した多くの方々の言葉です。経験者
のお話を聞いてみたい方、残された
方々を支えるために何ができるのか
考えたい方のためのセミナーです。
日時 8月22日㈰14:00～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館 定員 申込制で
先着20人 申込 電話、E メール（
s-net@city.hino.lg.jp）または電子
申請（右記QRコードか
ら）で。Eメールの場合
はメールの件名に「トー
ク＆交流会参加申込」を、本文に参
加者の氏名・連絡先・居住地域、ご
遺族か支援者かを記入 問 セーフティ
ネットコールセンター（☎514-8542）

趣味・教養
郷土資料館パネル展〜明日に
伝える戦争体験 1017391ID

　戦争の記憶を次世代に引き継ぎ、
二度と戦争を繰り返さないために、
今年も市域で収集された戦争関連資
料を展示します。
　夏休みの宿題や平和学習などにお
役立てください。

日時  7月16日㈮～9月10日㈮9:00～
17:00※月曜日、8月10日㈫を除く。
8月9日（振休）は開館 会場・問  郷土資
料館（☎592-0981）

ポットマム・スプレー菊の育
て方講習会

日時 8月6日㈮9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 西野正人氏（日野
市菊友会） 定員 申込制で先着20人 

申込 7月19日㈪から電話 問 （公財）日
野市環境緑化協会（☎585-4740）

赤レンガプロジェクト企画〜
稲村なおこコンサート2

1000966ID

　ビロードのような歌声と軽妙なト
ークで定評のある、稲村なおこコン
サートをお楽しみください。
日時 9月18日㈯14:00から 出演 稲村

なおこ氏（写真） 費用 全席自由2,000
円 申込 7月17日
㈯10:00からひの
煉瓦ホール（市
民会館）へ電話、
来館または同ホ
ール HP 内オン
ラインチケット
サービスで 会場・問  同ホール（☎585-
2011）

舞踊大会

日程 10月3日㈰ 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）申込 7月31
日㈯（消印有効）までに〒191-
0011日野本町4-5-1井上へ
往復はがき で。必要事項、参加
部門、演目を記入 問 井上（☎
581-7364）

音楽祭

 軽音楽祭 
日程 9月26日㈰ 会場 ひの煉瓦

ホール（市民会館） 対象 ジャ
ズグループなど 定員 申込制
で 先 着12団 体 費用 1団 体
5,000円 申込 8月6日 ㈮（ 消 印
有効）までに〒191-0041南平
4-7-17小松へ 往復はがき  で。必
要事項、団体名、人数を記入 
問 小松（☎070-4027-9405）
 音楽の集い～一般の部 
日程 10月10日㈰ 会場 ひの煉

瓦ホール（市民会館） 内容 独
唱、独奏など 申込 7月25日㈰

（消印有効）までに〒191-0041
南平2-15-34砂川へ 往復はがき
で。必要事項、声楽または器
楽 を 記 入 問 砂 川（ ☎080-
5543-6642）
 カラオケ大会 
日程 11月13日㈯ 会場 ひの煉

瓦ホール（市民会館）対象 18

歳以上の方 費用 2コーラス
1,000円※審査はありません
申込 10月31日㈰（消印有効）
までに〒191-0041南平7-6-16
新井田へ はがき で。必要事項、
曲目、歌手名を記入 問 新井
田（☎593-3214）

吟詠大会

日程 10月16日㈯ 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館）内容 1人
絶句以内 費用 2,000円（昼食
代など）申込 7月27日㈫（消印
有効）までに〒191-0003日野
台5-17-11岩﨑へ郵送で。費
用を添えて必要事項、吟題、
作者、流派、本数を記入 問
岩﨑（☎582-1150）

奇術発表会

日程 10月17日㈰ 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館）内容 1演
目5分以内 申込 7月31日㈯（消
印有効）までに〒191-0065旭
が丘5-3-5大塚へ郵送で。必
要事項、演題、内容を記入
問 大塚（☎581-2082）

民謡大会

日程 10月24日㈰ 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館）対象 5人
以上の団体で支部登録 申込 7
月31日㈯までに電話 問 川添

（☎583-9736）

フォークダンス大会

日程 10月24日㈰ 会場 市民の
森ふれあいホール※直接会場
へ 対象 愛好者、初心者 持ち物
上履きシューズ 問 野口（☎
587-6595）

大正琴演奏会

日程 11月23日㈷ 会場 ひの煉
瓦ホール（市民会館）対象 36
人以内の団体※2曲まで 申込
7月31日㈯までに電話 問 草間

（☎090-3049-7102）

美術展

日程 9月7日 ㈫～12日 ㈰ 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 洋画、日本画など※詳
細は問い合わせを 申込 8月2
日㈪～25日㈬（消印有効）に〒
191-0042程 久 保3-13-12河 辺
へ 往復はがき で。必要事項、題
名、号数、種類を記入※規定
数に達し次第締め切り 問 河
辺（☎594-2502）

書道展

日程 10月8日㈮～10日㈰ 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 1人1点※詳細は問い合
わせを 対象 18歳以上の市内

在住・在勤者 申込 9月11日㈯
までに電話 問 黒瀬（☎583-
8653）

陶芸展

日程 10月9日㈯・10日㈰ 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 1人1点 申込 9月22日㈬ま
でに電話 問 樋口（☎592-5008）

いけばな展

日程 10月23日㈯・24日㈰ 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 1人1瓶 その他 生け込み
10月22日㈮ 申込 9月20日㈷ま
でに電話 問 成松（☎090-530
7-0836）

菊花展

日程 10月29日㈮～11月8日㈪
会場 市 役 所 前 市 民 プ ラ ザ
内容 大菊作り※詳細は問い
合わせを 申込 10月27日㈬ま
でに電話 問 西野（☎582-438
1）

漢詩展

日程 11月11日㈭～14日㈰ 会場
ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 題自由※詳細は問い合
わせを 申込 10月15日㈮（消印
有効）までに〒191-0043平山
3-30-13細川へ郵送で。必要
事項、作品を記入 問 細川（☎
591-7254）

　各催しの詳細は、それぞれの団体へお問い合わせください。はがきによる申し込みの場合は、必要事項（住所、氏名（ふりがな）、
電話番号）を記入してください。
　なお、今後の状況次第では催しが中止になる場合があります。あらかじめご了承の上、ご応募ください。

1007009ID
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

催
し
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