
子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

日とき  場ところ  内内容  講講師  対対象  定定員  ￥費用  持持ち物  他その他・注意事項  申申し込み  問問い合わせ

みんなで話そう！ シングル
ママ・パパの集い 
1008504ID

日 7月24日㈰午後3時～4時30分場万
願寺交流センター問地域子ども家庭
支援センター万願寺「にこにこ」（☎
042-586-1312）

幼稚園からのお知らせ
1004228ID

▶幼稚園においでよ～水遊びをしよ
う！
日 7月5日㈫午前9時15分～11時対 乳
幼児と保護者場・問第二幼稚園（☎
042-591-4125）
▶ひよこの日～七夕飾りを作ろう！
日 7月6日㈬午前9時15分～11時対 乳
幼児と保護者場・問第四幼稚園（☎
042-583-3903）
▶なかよしきっず～水遊びを楽しも
う！
日 7月19日㈫午前9時15分～11時対乳
幼児と保護者場・問第七幼稚園（☎
042-586-3770）

子どもカーデザイン
教室 1019726ID

日 7月28日㈭午前10時～午後4時30分
場日野自動車㈱日野工場内デザイン
センター（日野台）内自分がイメージ
した車のデザインをもとに、粘土
を使ってクレイモデルを作る講日
野自動車㈱デザイン部対市内在住の
小学4年～中学生定申込制で先着15
人申 7月5日㈫午前9時からQRコード
で問中央公民館（☎042-581-7580）

Scratchを使った楽しいプロ
グラミング 
1019851ID

日 7月29日㈮～31日㈰午後1時～3時
講矢ヶ崎敏明氏（IT系専門学校講師）
対全日程参加できる市内在住・在学
の小学3～6年生※小学3年生は保護
者同伴定申込制で先着12組（24人）申
7月5日㈫午前9時から電話または来館
※月曜日、祝日を除く場・問中央公
民館（☎042-581-7580）

中央公民館×ひのアートフェ
スティバル～アートお
もしろお面をつくろう！ 
1019728ID

日 8月3日㈬午後1時30分～3時30分講
中村由紀子氏（染織家）、髙橋勉氏（芸
術家）対市内在住の小学4年～中学生
定申込制で先着20人申 7月5日㈫午
前9時から電話または来館※月曜日、
祝日を除く場・問中央公民館（☎042-
581-7580）

浅川の清流で遊ぼう！ 
1008806ID

日 8月18日㈭午前7時30分京王八王子
駅集合、午後4時30分同所解散場夕
やけ小やけふれあいの里付近（八王子
市）※貸し切りバスで移動内八王子
市の子どもたちと一緒に生き物観察
や水遊び対市内在住の小学4～6年生
定申込制で先着10人申 7月4日㈪午前
9時から電話問 緑と清流課（☎042-
514-8309）

第16回ひのっ子シェフコンテ
スト作品募集 
1019852ID

　10月30日㈰に開催する、第16回ひ
のっ子シェフコンテストの作品を募
集します。詳細は市HP をご覧くだ
さい。
対市内在住の小学4～6年生の個人ま
たは2人組申 8月24日㈬（消印有効）ま
でに〒191-0011日野本町7-5-23中央公
民館へ応募用紙（中央公民館にあり、
市HPからダウンロード可）を郵送または
持参※持参の場合は月曜日、祝日を除
く問中央公民館（☎042-581-7580）

日野宿子ども発見隊～夏休み! 
親子で調べよう日野
用水 1019818ID

日 7月23日㈯午前9時30分新東光寺地
区センター集合、正午同所解散講日
野宿発見隊対小学生以上の子どもと
保護者定申込制で先着10組申 7月7日
㈭午前10時～20日㈬午後5時に電話ま
たは来館※7月11日㈪を除く問日野図
書館（☎042-584-0467）

夏休みジュニアスタッ
フ募集 1019757ID

日①7月28日㈭・29日㈮②8月4日㈭・
5日㈮いずれも午前8時45分～9時45分
場①中央図書館、日野図書館、平山
図書館②高幡図書館、多摩平図書館、
百草図書館対小学5年～中学生定申
込制で各館先着2人申 7月6日㈬午前9
時から各館へ電話問中央図書館（☎
042-586-0584）、日野図書館（☎042-
584-0467）、平山図書館（☎042-591-
7772）、高幡図書館（☎042-591-7322）、
多摩平図書館（☎042-583-2561）、百草
図書館（042-594-4646）

子ども医療費助成 
1003939ID

　医療証を医療機関の窓口で提示す
ると保険診療分の自己負担額が助成
されます。現在医療証をお持ちでな
く所得制限内の方は、9月末までに
申請をしてください。10月以降に申
請した場合は、申請日からの資格と
なります。
対乳幼児、小・中学生（6歳に達した
日の翌日以後の最初の4月1日～15歳
年度末までの児童）を養育している方
※小・中学生を養育している方は令
和3年中の所得が制限額未満。詳細
は市HP参照問子育て課（☎042-514-
8598）

　いずれも他 0～2歳児、3歳～未就学児は15分間、小学生
は20分間。詳細は図書館HP参照または各館に問い合わせ
を。ひよこタイムとは、乳幼児連れの保護者が気兼ねなく
来館できる時間申小学生向けは電話または来館、夏休みお
はなし会は7月7日㈭午前10時から※月曜日を除く

日・場下表の通り対⑥⑧おおむね60歳以上持⑤⑩1畳分のレジャーシート他詳細は問い合わせを

日・場・内・講 下表の通り。いずれも中央公民館高幡台分室集合・同所解散対両日参加可能な市内在
住の小学4～6年生定申込制で先着20人申 7月5日㈫午前9時から電話または来館※月曜日、祝日を除く

ちょっとお散歩＆青空たいそう（7月）　　

夏休み小学生集まれ！！わくわく学習術

図書館おはなし会（7月）　　 夏休みおはなし会

1016960ID 問ひの社会教育センター（☎042-582-3136）

1019727ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

①0～2歳児対象
会場・問 日時

高幡図書館（☎042-591-7322） 7月6日㈬ 午後3時から

多摩平図書館（☎042-583-2561） 7月14日㈭ 午前10時30分から
（ひよこタイム）

百草図書館（☎042-594-4646） 7月20日㈬ 午後3時から

②3歳～未就学児対象
会場・問 日時

高幡図書館（☎042-591-7322） 7月6日㈬ 午後3時30分から

中央図書館（☎042-586-0584） 7月13日㈬ 午後3時30分から

日野図書館（☎042-584-0467） 7月20日㈬ 午後3時30分から

百草図書館（☎042-594-4646） 7月20日㈬ 午後3時30分から

③小学生対象（要申込）
会場・問 日時 定員

中央図書館（☎042-586-0584） 7月13日㈬ 午後4時から 5人

百草図書館（☎042-594-4646） 7月20日㈬ 午後4時から 5人

日時 会場 ※直接会場へ
① 9日㈯ 午前10時～11時　 日野台公園
② 2日㈯ 午前8時30分～9時 て・と・てお広場（多摩平）
③ 2日㈯ 午前10時～10時30分 さくら集会所（多摩平）
④ 2日㈯ 午前11時30分～正午 日野中央公園
⑤ 5日㈫ 午前10時～10時40分 旭が丘中央公園
⑥ 6日㈬ 午前10時30分～11時 高幡台団地集会所の隣(程久保）
⑦ 20日㈬ 午前10時30分～11時 市民の森スポーツ公園

日時 会場 内容 講師

8月4日㈭ 午前9時～午後3時30分
夢が丘小 アスリート講座 芳賀舞波氏（元プロバレーボール選手）
中央公民館高幡台分室 ペットボトルロケットを飛ばそう 日野自動車親和会

8月5日㈮ 午前8時30分～午後4時30分
陸上自衛隊立川駐屯地 自衛隊のことを学びましょう！ 陸上自衛隊広報官
立川防災館 防災体験をしてみよう！ 立川防災館員

日時 会場 ※直接会場へ
⑧ 20日㈬ 午前10時30分～11時 百草台団地アポロ広場（百草）
⑨ 4日㈪ 午前11時～正午 落川公園

⑩ 4日㈪・11日㈪ 
午前10時～10時30分 百草台自然公園

⑪ 11日㈪ 午前10時～10時40分 万願寺中央公園
⑫ 6日㈬ 午前11時～正午 七ツ塚公園

ちょっとお散歩＆青空たいそう（7月）　　

①0～2歳児対象（お土産付き）
会場・問 日時

高幡図書館（☎042-591-7322） 8月3日㈬ 午後3時から

中央図書館（☎042-586-0584） 7月28日㈭ 午前10時30分から

多摩平図書館（☎042-583-2561） 8月18日㈭ 午前10時30分から
（ひよこタイム）

百草図書館（☎042-594-4646） 8月17日㈬ 午後3時から

平山図書館（☎042-591-7772） 7月21日㈭ 午前10時30分から
（ひよこタイム）

②3歳～未就学児対象（お土産付き）
会場・問 日時

高幡図書館（☎042-591-7322） 8月3日㈬ 午後3時30分から

中央図書館（☎042-586-0584） 8月10日㈬ 午後3時30分から

多摩平図書館（☎042-583-2561） 7月27日㈬ 午後3時30分から

日野図書館（☎042-584-0467） 8月17日㈬ 午後3時30分から

百草図書館（☎042-594-4646） 8月17日㈬ 午後3時30分から

③小学生対象（工作）※要申込
会場・問 日時 定員

中央図書館（☎042-586-0584） 8月10日㈬ 午後4時から 5人

高幡図書館（☎042-591-7322） 8月3日㈬ 午後4時から 6人

多摩平図書館（☎042-583-2561） 7月27日㈬ 午後4時から 6人

百草図書館（☎042-594-4646） 8月17日㈬ 午後4時から 5人

図書館おはなし会（7月）　　
1019758ID 1019806ID

　令和5年4月から、市内小学校で初の
自閉症・情緒障害特別支援学級を東光
寺小に開設します。入級のためには事
前に転学相談を受ける必要があります。
詳細はお問い合わせください。
対 令和4年度時点の小学1～4年生で、
発達障害などの特性により通常の学級
活動への参加が難しい児童内 1学級8
人。市内全域が学級の通学区域となり、
原則保護者の送迎で通学申 8月31日㈬
までに電話問エール（発達・教育支援
センター）（☎042-589-8877）

自閉症・情緒障害特別支援学
級を東光寺小に開設
1004096ID
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