
催 し
趣味・教養

地域活動支援センターやまばとか
ら～障害者のための社会交流事業
会場・問  同センター（☎582-3400）

映画鑑賞会「アナと雪の女王」 日時 
9/20㈬13:20～15:00 対象 身体（車い
す可）・知的障害のある市内在住者、
ボランティア 申込 9/15㈮～19㈫に
電話
軽スポーツ・ボッチャ  日時 10/4㈬
13:30～15:30 対象 身体（車いす可）・
知的・精神障害のある市内在住者、
ボランティア 申込 9/19㈫～29㈮に電話

「藤蔵・勝五郎生まれ変わり
記念日」イベント

日時 10/7㈯13:30～16:00 会場 高幡不
動尊※直接会場へ 内容 子孫が語る
勝五郎生まれ変わり物語、映像紙芝
居「ほどくぼ小僧・生まれ変わりの
勝五郎」、相模女子大学講師吉田麻
子氏講演「交響する死者・生者・神々
～平田篤胤の世界」※終了後希望者
に藤蔵墓地の案内あり 定員 250人 問 
郷土資料館（☎592-0981）

日野宿楽市楽座文化講座
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

「江戸文化に親しもう」月を愛でる会
～地唄舞と江戸の音曲と共に  日時 
10/7㈯18:00～20:00 会場 日野宿本陣 
演者・講師 古澤侑峯師（尺八）、枝
川寿子氏（室礼研究会ゆずり葉講師）
など 対象 中学生以上 定員 申込制で

先着50人 費用 500円※中学生350円 
申込 9/15㈮から電話
つるし雛を作る会  
日時 10/12㈭・19㈭13:00
～15:00 会場 日 野 宿 交
流館 内容 五つ桃と梅※
希望により、3月に日
野宿本陣で開催の「お
雛さまを愛でる会」に
作品を展示 講師 古布あそび・ひろ
の会 対象 高校生以上 定員 申込制で
先着30人 費用 1,000円（材料費） 申込 
9/15㈮～ 10/11㈬に電話

小島善太郎百草画荘（小島善
太郎記念館）でミニコンサート

「音と色彩の邂
かいこう

逅」
　オカリナ・フルート・ケーナの音
色を楽しみながら、善太郎作品の絵
画を鑑賞しませんか。
日時 10/25㈬13:30～14:30 会場 小島
善太郎百草画荘 出演 大森奈々氏（中
央公民館サークル指導者）定員 申込
制で先着25人 申込 10/20㈮までに電
話 問 文化スポーツ課（☎514-8462）

七ツ塚遺跡を深掘り！
　多摩の考古学の先駆けとなった立
川民蔵についてや平成の区画整理に
よる発掘で分かったことなどを、講
義と現地見学会の2本立てで学びま
す。
座学と企画展見学  日時 10/14㈯13:00
～17:00 会場 郷土資料館 内容 日野の
考古学を拓いた立川民蔵と七ツ塚、
七ツ塚遺跡を語る～縄文時代中期を
中心に、企画展見学 講師 上野さだ
子氏（郷土資料館協議会委員）、中島
光世氏（元日野市遺跡調査会）

現地見学会「七ツ塚遺跡と東光寺」
日程 11/4㈯※小雨実施 集合 13:00日
野駅西側バスロータリー交番前、
16:00同所解散 コース 七ツ塚遺跡～
金毘羅宮～埴輪公園～神明神社～東
光寺薬師堂跡
　いずれも 定員 申込制で先着24人
※なるべく2回とも参加できる方 
費用 交通費実費 申込 9/16㈯9:00か
ら電話 問 郷土資料館（☎592-0981）

パソコン講習会（10月）
日時・内容・費用 下表の通り 対象 ①
以外は文字入力ができる方 定員 3人
から開講 その他 個人指導あり 申込
9/22㈮（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、
OS（分かる方）を記入 問 同センター

（☎581-8171）
番号・講座名 日 時 費 用

① 初めてのパソコン
（基本操作）

10⊘14㈯・21㈯
13：00～15：00

各3,000円
（テキスト代含む）

② Word-1 ～簡単な
案内文作成など

10⊘28㈯、11⊘4㈯
13：00～15：00

③ Word-2 ～チラシ
作成など

10⊘14㈯・21㈯
10：00～12：00

④ Word-3 ～地図の
作成など

10⊘28㈯、11⊘4㈯
 10：00～12：00

⑤ Excel-1 ～基本操
作と計算など

10⊘13㈮・20㈮
10：00～12：00

⑥ デジカメ入門～写
真の修整など

10⊘15㈰・22㈰
10：00～12：00

⑦ 年賀はがき作成 10⊘29㈰、11⊘5㈰
10：00～12：00

⑧ Exceｌ-VBA入門
～タイマー・ストッ
プウォッチを組む

10⊘6㈮・13㈮
19：00～21：00

⑨ Excelで
カレンダー作り

10⊘27㈮
10：00～12：00 各1,500円

（テキスト代含む）
⑩ G-mailの使い方 10⊘1㈰

10：00～12：00

養成講座
日時  ①9/22㈮13:30～15:00②9/29㈮
14:00～15：30 会場 ①湯沢福祉センター
②東部会館 申込 電話 問 ①地域包括支
援センターもぐさ（☎599-0536）②同
センター多摩川苑（☎582-1707）
ステップアップ講座
日時 10/13㈮13:30～15:00 会場 湯沢福
祉センター 対象  養成講座修了者 申込 
電話 問  地域包括支援センターもぐさ
（☎599-0536）

子育て支援者養成講座 子育てをめぐる現状や子育
て支援への関わり方を学ぶ

日時・内容  右表の通り
会場  万願寺交流セン
ターなど
対象  5～7回 は 全 講 座
受講者
申込  10/11㈬ ま で に
〒191-0024万 願 寺4-20-
12 NPO法人日野子育
てパートナーの会（ FAX 
587-6276）へ はがき また
はFAXで。住所、氏名、
年齢、電話番号を記入
問  子ども家庭支援セ
ンター（☎599-6670）

認知症サポーター養成講座・
ステップアップ講座

回 日 時 内 容 講 師

1 10/21㈯
9:30～11:30

オリエンテーション、日野市の子育
て支援の現状、お互いに知り合おう

子ども家庭
支援センター職員

2 10/30㈪
10:00～12:00

お母さんたちが力をつける
（エンパワメント）ために子
育て先輩にできること

森木美佐子氏
（NPO法人ファミ
リーセンター東京

ベーテル代表）

3 11/6㈪
9:30～11:30

科学的に子供の事故を予防し
よう！

大野美喜子氏
（NPO法人 Safe 

Kids Japan）

4 11/25㈯
9:30～11:30

親子の気持ちに寄り添う支援
とは

恵良具
と も

子
こ

氏
（心理相談員）

5 12/5㈫～21㈭
の中で、各施
設1日ずつ

子育てひろば「みんなのは
らっぱ」万願寺と南平の見学、
体験6

7 平成30年1/22㈪
9:30～11:30

まとめ（ワークショップ）と
交流

まちづくりマスタープラン改訂に向けたテーマ別意見交換会を開催

まちづくりについて
話し合いませんか

　市では、都市計画の基本的な方針
を定めた計画である「日野市まちづく
りマスタープラン※」の改訂作業を進
めています。市民の皆さまの「暮らし」
の視点を本計画に反映するため、意
見交換会を開催します。
　日野市の将来像や今後のまちづく
りについて、ご意見をお聞かせくだ
さい。
　 都市計画課（☎514-8354）

　月　　　  　 日 ㈯

～10:00
12:00

9 30
505

五つの
テーマ

子育て目線
の暮らし

高齢者目線
の暮らし

安心･安全
な暮らし

水とみどりの
豊かな暮らし

暮らしを
支える
交通環境

※「日野市まちづくりマスタープラン」とは？

★当日は小グループに分かれて、主に五つのテーマに沿ってワークショップ形式で進めます。
　　都市計画課（　  tosikei@city.hino.lg.jp）へ電話またはメールで。氏名、住所、年齢、気

になるテーマを記入

　「日野市まちづくりマスタープラン」は、都市計画の基本的な方針を定めるものですが、あわせて市民の皆さまの暮らしに
かかわる幅広い分野で、まちの将来像を描いていく計画です。
　現在のまちづくりマスタープランは、平成15年に多くの市民の方の参画を得て策定しました。
　「こんな暮らしがしたい」、「こういうまちをつくっていきたい」という多くの市民の方の思いが詰まった計画です。
　策定から10年以上が経過し、人口減少や高齢化など社会情勢の大きな変化もあることから、現在のまちづくりマスター
プランの考え方を生かして、改訂作業を進めています。

市役所５階

会議室

水と緑をまちのテーマと
しているが、どんどん
減っているのでは…？

１０年前より確実に土砂
災害や風水害は増えてい
るし、地震も心配だ…

いつまでも健康に暮らすた
めに、簡単な運動をしたい
けど、どこでそんな活動
ができるだろうか…

子育てしながら働ける
のかな…？同じように
子育てしている人はどこ
にいるのだろうか？ 暮らしの中でバスを使い

やすくするにはどうすれば
いいのかな？

問

申込

日時
会場

催
し

9 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎ 8




