
職面接会 会場 立川グランドホテル
対象 おおむね55歳以上の方 問 東

京しごとセンター多摩（☎042-329-
4524）

自然観察会～高幡不動尊付近
の雑木林で冬芽の観察

日程 2/25㈯ 集合 10:00京王線高幡不
動駅改札前、12:30高幡不動尊境内
解散※雨天の場合は地区センターで
室内学習会 講師 菱山忠三郎氏（八王
子自然友の会）、日野みどりの推進
委員の皆さま 対象 小学生以下は保
護 者 同 伴 定員 申 込 制 で 先 着30人
費用 300円（資料代）申込 2/20㈪か

ら電話 問 緑と清流課（☎514-8307）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

日時 2/26㈰14:00～16:00 会場 関戸公
民館（多摩市）※直接会場へ 内容 大切
な人を自死で亡くされた方が集い、
気持ちや思いを分かち合う 問 セー
フティネットコールセンター（☎51
4-8542）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

日時 3/9㈭14:00～15:30 会場 イオン
モール多摩平の森※直接会場へ 問 ご
みゼロ推進課（☎581-0444）

健　康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

第１グループ～みんなで楽しく健康
づくり・府中郷土の森観梅
日程 3/2㈭※雨天中止 集合 9:30大国
魂神社（府中市）、13:30京王線中河
原駅解散※直接集合場所へ コース
下河原緑道～髙安寺～下河原緑道～
府中郷土の森（昼食、一次解散）（6.5
㌔ ）費用 100円※郷土の森入場料別
途200円 持ち物 飲み物、雨具、帽子、
健康保険証
ウオーキンググループ～都会にも
ある城跡と牧場へ行こう
日程 3/8㈬※雨天中止 集合 9:30京王
線北野駅改札、12:00磯沼牧場解散
※直接集合場所へ コース 打越土入
公園～片倉城跡公園～片倉つどいの
森公園（6㌔）費用 100円 持ち物 飲み
物、雨具、帽子、健康保険証

瓦ホール(市民会館) 入場料 2,500
円 ※ 前 売 り2,000円、 全 席 自 由
チケット ひの煉瓦ホール、七生公
会堂、SIO公式HPで販売 問 文化ス
ポーツ課（☎514-8462）

春の土づくり講習会
日時 2/25㈯10:00～12:00 会場 七ツ
塚ファーマーズセンター 講師 援農
の会会員、ＪＡ東京みなみ職員など
定員 申込制で先着20人 申込 NPO

法人日野人・援農の会（佐藤☎581-
4407 t-satou@jcom.zaq.ne.jp)
へ電話または メール で。住所、氏名、
電話番号を記入 問 都市農業振興課

（☎514-8447）

生活・環境
発達支援講演会「はなしこと
ばの発達とその障害支援につ
いて」

日時 3/5㈰14:00～16:00 会場 エ ー ル
（発達・教育支援センター）講師 粕谷敏

氏（言語聴覚士）定員 申込制で先着
50人 その他 申込制で1歳～未就学
児 先 着8人 の 保 育 あり 申込 2/16㈭
9:00から発 達 支 援 課（ hattatsu@ 
city.hino.lg.jp）へ電話またはメール
で。氏名、電話番号を記入 問 発達
支援課(☎589-8877)

福祉の集い＆ボランティア交
流会

　地域福祉活動やボランティア活動
をしている方が集う交流会です。
日時 3/12㈰10:30～15:00 会場 イオン
モール多摩平の森イオンホール 内容
表彰、式町水晶バイオリンコンサー
ト、交流タイムなど 対象 地域福祉
やボランティア活動に関心のある方
など 定員 申込制で先着100人 費用
500円（昼食代など）申込 2/24㈮（必
着）までに〒191-0011日野本町7-5-
23日野市ボランティア・センター

（ FAX582-0082）へはがき、電話また
はFAXで。住所、氏名（ふりがな）、
電話番号を記入 問 日野市ボランテ
ィア・センター（☎582-2318）

面接対策セミナー＆就職面接
会in立川

日時・内容 2/28㈫10:00～12:00… 面
接対策セミナー、 13:00～16:00…就

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（1時間
1,500円。 訪 問2,500円 ）あ り 申込
2/22㈬（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）

援農・野菜栽培塾
日時 3～12月の第2・第4日曜日午前※
3月は第4日曜日のみ 会場 七ツ塚フ
ァーマーズセンター 講師 援農の会
会 員、ＪＡ 東 京 み な み 職 員 な ど
対象 年間参加できる方 定員 申込制

で先着12人 費用 1,000円 申込 NPO
法人日野人・援農の会（佐藤☎581-
4407 t-satou@jcom.zaq.ne.jp)へ
電話またはメールで。住所、氏名、電
話番号を記入 問 都市農業振興課

（☎514-8447）

日野市出身のシンガーソン
グライター "SIO" ライブコン
サート～僕らの町

日時 5/20㈯14:00から 会場 ひの煉

子供・保護者向け
図書館おはなし会（3月）

日程 3/1㈬ 対象 0～2歳 児、3歳～ 未
就 学 児、 小 学 生 以 上 の い ず れ か
その他 詳細は問い合わせまたは図
書館 HP 参照 会場・問 高幡図書館

（☎591-7322）

図書館おたのしみ会
中央図書館(☎586-0584)
日程 3/8㈬・23㈭
多摩平図書館(☎583-256１)
日程 3/9㈭（ひよこタイム）・22㈬
高幡図書館(☎59１-7322)
日程 3/15㈬
平山図書館(☎59１-7772)
日程 3/16㈭（ひよこタイム）
百草図書館(☎594-4646)
日程 3/24㈮
　いずれも 対象・内容 0～2歳児…
おはなし会とおみやげの配布、3歳
以上…本の紹介、工作など その他
ひよこタイムは乳幼児連れの保護者
が気兼ねなく来館できる時間。詳細
は各館に問い合わせまたは図書館
HP 参照

ベビーマッサージ～パパも
一緒にどうぞ

日時 3/12㈰15:00～16:15 対象 3～5
カ月児と保護者※初めての方優先
定員 申込制で先着12組 申込 3/2㈭
9:30から電話
会場・問 地域子ども家庭支援セン

ター万願寺（☎586-1312）

パフォーマンスキッズ・ト
ーキョー発表公演～かえる
と一緒に宇宙にとびだせ！

　子供たちがダンスユニット「かえ

るP」と一緒に創作した舞台作品を
発表します。
日時 3/20㈷14:30か ら 会場 ひ の 煉
瓦ホール（市民会館）申込 NPO法人
芸術家と子どもたち（ FAX03-5961-
5738）HP 予約専用フォームまたは
FAXで。件名「ひの観覧希望」、代
表者氏名（ふりがな）、人数（大人・
子供の別）、代表者電話番号・受付
確認連絡先のFAX番号を記入※申
込受付後1週間以内に確認の連絡あ
り 問 NPO法人芸術家と子どもた
ち（☎03-5961-5737）、市文化スポー
ツ課（☎514-8462）

趣味・教養
地域活動支援センターやまば
と～マクラメのピエロを作製

日時 2/24㈮9:30～11:30 対象 18～
64歳で身体（車いす可）・知的・精神
障害のある方とボランティア 費用
100円程度（材料費）申込 2/17㈮～
23㈭に電話 会場・問 同センター

（☎582-3400）

ＰｌａｎＴ－ｌａｂ
日時・内容 ①3/5㈰15:00～17:00…日
野から始めよう！私らしい仕事づく
り②3/8㈬10:30～12:00…子育て経
験を活かす！自分らしいワークライ
フバランスのかなえ方 会場 PlanT

（多摩平の森産業連携センター）講師
①広石拓司氏（㈱エンパブリック代
表）など②甲田恵子氏（㈱AsMama
代表）対象 創業予定の方、学生な
ど 定員 申込制で先着30人 その他
保育あり。10日前までに申し込み
申込 PlanT（ ☎ 843-3215）へ 電 話
問 産業振興課（☎514-8442）

ガーデニング講習会
日時 3/9㈭9:30～11:30 会場 緑化交流
センター 講師 三浦香澄氏（グリーン
アドバイザー）定員 申込制で先着40
人 申込 2/17㈮8:30か ら 電 話 問 日
野市環境緑化協会（☎585-4740）

女性限定講座「ＤＶ・いじめ
などトラウマからの回復を目
指して～傷ついた経験を力
に変えませんか」

日時 3/18㈯14:00～16:00 会場 多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ

講師 吉川しおり氏（レジリエンスフ
ァシリテーター養成講座修了）など
費用 500円（資料代） その他 1歳～

未就学児の保育あり※3/8㈬までに申
し込み 問 男女平等課（☎584-2733）

百草・倉沢地区の歴史野外パ
ネル展～真慈悲寺・八幡神社・
百草観音堂・百草園を中心に

日時 3/12㈰ ま で の9:00～17:00 会場
京王百草園内 費用 300円※子供100
円 その他 2/18㈯～3/5㈰10:00～
14:00に真慈悲寺調査の会の解説あり
問 郷土資料館（☎592-0981）

郷土資料館企画展関連講座「皇
后様とご養蚕～紅葉山御養蚕
所助手としての体験を語る」

日時 3/4㈯14:00～15:30 会場 中央公
民館高幡台分室 講師 伊藤稔氏（紅
葉山御養蚕所常任幹事）定員 申込
制で先着30人 申込 2/17㈮9:00から
電話 問 郷土資料館（☎592-0981）

日野宿楽市楽座文化講座～
お雛さまを愛でる会

　明治・大正・昭和初期の雛人形・
雛道具、色鮮やかなつるし雛などを
展示します。

日時 2/21㈫～3/5㈰9:30～17:00※
月曜日休館。 入館は16:30まで 会場
日野宿本陣 費用 200円※小・中学
生50円 問 新選組のふるさと歴史館

（☎583-5100）

新選組ゆかりの文字を書く
書道展～第10回新選組書展

日時 3/1㈬～4/9㈰9:30～17:00※月曜
日休館。なお3/20㈷は開館し21㈫を
休館。入館は16:30まで 会場 新選組
のふるさと歴史館 費用 200円※小・
中学生50円 問 新選組のふるさと歴
史館（☎583-5100）

パソコン講習会（3月）
日時・内容・費用 右表の通り 対象

催 し

番号・講座 日時 費用
①パソコン
　入門・
Word入門

3/4～25の
毎週土曜日

１3：00～１5：00

各6,000円②Word
基礎・応用

3/26～4/１6の
毎週日曜日

１0：00～１2：00

③Exce l
入門・基礎

3/4～25の
毎週土曜日

１0：00～１2：00

④Word
　応用Ⅱ

3/１0㈮・１7㈮
１0：00～１2：00

各3,000円
⑤デジカメ
　  応用

3/24㈮・3１㈮
１0：00～１2：00

⑥Yahoo！
　メール

（Webメール）
3/１2㈰

１0：00～１2：00 １,500円

催
し

催
し
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