
催 し 高尾駅北口、14:00京王八王子駅前
解散※直接集合場所へ コース陵南公
園～水無瀬橋～八王子市役所～コニ
カミノルタサイエンスドーム（12.5
㌔）持ち物 飲み物、雨具、帽子、保
険証
第３グループ～笑って元気に！
健康づくりの一里塚
日時 11/21㈪13:30 ～ 15:30 会場 大
坂上三丁目都営集会室※直接会場へ
内容健康体操・歌など 講師 市健康体
操サポーターなど 費用 100円 持ち物
タオル、飲み物
第4グループ～今日も明日も元気
かい・ウォーキング
日程 11/22㈫※雨天中止 集合 9:30京
王線多摩動物公園駅前、12:30平山
城址公園駅前解散※直接集合場所へ
コース 都立七生公園～旧多摩テック
正門～平山城址公園～おくやま公園
～出口公園（約7㌔）持ち物 飲み物、
雨具、帽子、保険証

ラ・ リ ュ ン ヌ（ 竹 内 ☎090-7284-
1947）へ 電 話 問 都 市 農 業 振 興 課
代表☎

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「お鷹の道湧水群と武蔵
国分寺の歴史と遺跡を訪ねよう」
日程 11/18㈮※雨天中止 集合 9:30殿
ケ谷戸公園（JR国分寺駅南口すぐ）、
13:30JR西国分寺駅解散※直接集合
場所へ コースお鷹の道～真姿の池湧
水～武蔵国分寺～万葉植物園―楼門

（休憩）～武蔵国分寺跡～黒鐘公園
（昼食）（約6㌔）費用 100円 持ち物
弁当、飲み物、雨具、帽子、敷物、
保険証、会員証（お持ちの方）
第2グループ～健康づくりウオーキ
ング「高尾駅から浅川沿いの歩き」
日程 11/17㈭※雨天中止 集合 10:00JR

日時 11/27㈰9:00～10:00※雨天中止
問 環境保全課 代表☎

百草地区りんご狩り
日時 11/19㈯・20㈰9:00～16:00※完売
終了。雨天中止 品種 ふじ 問 由木（☎
090-3503-1061）、 石 坂（ ☎080-1262-
9028）、市都市農業振興課 代表☎

農の学校受講者募集
日程 平成29年1～12月の原則平日※
講座による知識の習得（月1回）、畑
での実習（月2 ～ 5回）会場 七ツ塚
ファーマーズセンター、実習農園
対象 本講座修了後、援農活動がで
きる方※募集説明会に必ず参加
定員 20人※申込多数の場合は選考
募集説明会 11/5㈯・8㈫10:00から七
ツ塚ファーマーズセンターで開催※
いずれか1日に参加を 申込 11/11㈮
までに市役所3階都市農業振興課へ
申込書（説明会で配布）を持参 問 都
市農業振興課 代表☎

手作り石けん販売
日時 11/10㈭13:00 ～ 14:00※完売終
了 会場 生活・保健センター前庭
問 第一生活学校（☎581-0265）

緑の写真展出品作品募集
テーマ ①日野の四季②わが家の緑
規定 単写真で未発表の作品。1人3
点まで。A4サイズ※詳細は応募要
領（市役所1階市民相談窓口、七生支
所、豊田駅連絡所、日野市環境緑化
協 会 に あ り ）参 照 申込 11/4㈮ ～
12/9㈮に〒191-0016神明2-13-1同協
会へ郵送または持参。作品裏面に題
名、撮影場所・年月日、氏名、住所、
電話番号、コメントを記入 問 同協
会（☎585-4740）

今月の農あるまち日野
「みのり處」出張販売
日時 11/10㈭・24㈭12:00～13:00 会場
市役所1階正面玄関付近 問 都市農
業振興課 代表☎

日野産農産物を使った手作り
パン教室
日時 11/14㈪・15㈫10:30 ～ 13:30
対象 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー ごぼうパンなど 定員 申込
制で各日先着10人費用 2,100円 申込

スポーツ
障害者スポーツ体験教室
日時・種目 11/8㈫…フットベースボ
ール、22㈫…フットサルいずれも
14:00～16:00 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 定員 先着20人
講師 東京ヴェルディ 1969フットボ

ールクラブ㈱ 対象 行き帰りが自力
で行える小学生以上の市内在住・在
勤・在学者
▼ボランティア募集
内容 参加者補助・会場設営など
対象 18歳以上の市内在住・在勤・
在学者 定員 申込制で各日先着10人
その他 無償。事業中のけがなどは
市の包括保険で対応 申込 各教室開
催日前日までに電話
　いずれも 問 文化スポーツ課 代表☎

ハンドロウル教室～カーリング
を床上で行う屋内スポーツ
日時 11/8㈫・22㈫14:00～16:00※1
回の参加可 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 講師 住友不動
産エスフォルタ㈱ 定員 各日先着15
人 持ち物 上履き 問 文化スポーツ
課 代表☎

平山台文化スポーツクラブから
ハンドロウル大会日時 11/12㈯9:00
～12:00 対象 市内在住者※個人参加
可 講師 小堤吉寿氏（公認指導員）
定員 先 着24人（1チ ー ム3人 ）費用 1
人500円
燻製教室 日時 毎月第2土曜日10:00
～14:00 定員 申込制で先着12人 費用
1,500円※昼食付き
　いずれも 会場 平山台健康・市民
支援センター 申込 電話 問 平山台
文化スポーツクラブ（☎506-9979）

ナイトウオーキング～もみじ灯
路を見に行こう
日程 11/22㈫※もみじ灯路中止の場
合は23㈷ 集合 17：00八坂神社 コース
日野バイパス～ふれあい橋～高幡不
動駅北口（約3.5㌔）持ち物 雨具、飲
み物 その他 参加者には「ひの新選組
ポイント」200ポイント付与シール
プレゼント 問 文化スポーツ課 代表☎

2016ボールゲームフェスタ～
キッズチャレンジ
日時 11/23㈷12:30～17:00 会場 南 平
体育館など 内容 体験型クリニック、
室内ホッケー、ハンドボールなど
対象 市内在住の小学4 ～ 6年生 定員
申込制で先着120人 その他 詳細は
市 HP参照。「ボールで遊ぼう」は定
員に達したため、募 集終 了 申込
11/10㈭までに申込書（市役所3階文
化スポーツ課などにあり）を文化ス
ポーツ課（ FAX 583-4483 sports@
city.hino.lg.jp）へFAXまたはメール。
件名「ボールゲームフェスタ申込
み」、氏名（ふりがな）、住所、年齢、
性別、電話番号を記入 問 文化スポ
ーツ課 代表☎

市民体育大会～バドミントン
ダブルス競技
日時・種目 11/27㈰…一般男子・女
子1 ～ 3部、12/10㈯…中学生男子・
女子いずれも9:00から 会場 南平体
育館 対象 中学生以上の市内在住・
在勤・在学者 費用 1ペア1,500円※
中学生500円。当日徴収 申込 11/13
㈰（必着）までに申込書（市役所3階文
化スポーツ課、南平体育館にあり）
を〒191-0011日野本町7-12-1市民陸
上競技場内日野市体育協会事務局(
☎582-5770) へ郵送または持参 問
日野市バドミントン連盟(中村☎
042-645-6620夜間)

スポーツボランティア講習会～スポ
ーツボランティアの楽しみ方
日時 11/29㈫18 : 3 0～20 : 0 0 会場
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
内容 日野市スポーツ事業の紹介など
定員 申込制で先着30人 申込 11/7㈪
～ 25㈮に文化スポーツ課（ FAX583−
4483 sports@city.hino.lg.jp） へ
FAXまたはメールで。件名「スポーツ
ボランティア講習会申込」、住所、氏
名、連絡先を記入 問 文化スポーツ
課 代表☎

東部会館温水プールいきいき教室
初心者のためのドル平こども水泳教室
日時 11/30～1/18の毎週水曜日17:00
～18:00※12/28、1/4は除く 対象 水
慣れしているが泳げない小学生
定員 4人※申込多数の場合は抽選。

11/16㈬以降に結果通知 費用 9,000
円 申込 11/10㈭（必着）までに〒191-
0021石 田1-11-1同 温 水 プ ー ル へ
はがきで。住所、氏名、学年、電話番
号、泳力を記入
はじめての水中ウオーキング 日時
11/18㈮・25㈮11:00～12:00 定員 申込
制で先着7人費用 2,700円※入場料別
途
　いずれも 会場・問 同温水プール

（☎583-5266）

生活・環境
わんわん教室～犬のしつけ
日時 11/20㈰10:00～11:00、11:00～
12:00※雨天中止 会場 日野市ドッグ
ラン 講師 久保木直美氏（ジャパン
ケンネルクラブ公認訓練士）対象
市内在住者と飼い犬 定員 各10組※
申込多数の場合は抽選 注意 リード
着用※ロングリード・伸縮リード不
可 申込 11/13㈰までに〒191-0041南
平2-8-5ひのワンパークの会川島方
へ 往復はがき  で。往信用裏面に住所、
氏名、電話番号、希望時間、犬の犬
種・雄雌・歳・愛称・悩みなどを、
返信用表面に住所、氏名を記入 問
環境保全課 代表☎

平成28年度「ごみゼロ大作戦！
ごみ減量ポスター」展示
日程 11/12㈯～23㈷ 会場 イ オ ン モ
ール多摩平の森 内容 入賞作品を含
めた153点 問 ごみゼロ推進課（☎
581-0444）

みんなの環境セミナー～雑木
林へGo！
日程 11/20㈰ 集合 9:30豊 田 駅 北 口
出口前、12：00解散 内容 カブトム
シの幼虫探し、ドングリ拾い、雑木
林の管理体験など※雨天の場合は室
内でクイズなど 対象 親子 定員 申込
制で先着15組 申込 11/3㈷から電話
問 かわせみ館（環境情報センター）

（☎581-1164）

秋の市内一斉清掃
　通勤、通学で利用する道路や子供
たちが元気に遊びまわる公園などい
つも潤いを与えてくれている場所を
ちょっときれいにしてみませんか。
奮ってのご参加お待ちしています。

日野市保育のしごと
就職フェア2016

保育士就職支援研修・相談会

日時 11/13㈰13:00～16:00※受付は12:30～15:00
会場 イオンモール多摩平の森
職種 保育士、保育補助、栄養士、看護師など
持ち物 履歴書
問 保育課 代表☎ 

日時 11/23（祝）①10:00～14:30②14:30～16:00
会場 町田市文化交流センター
内容 ①就職支援研修会（求められる保育士像の講義や先輩保育士の体験
談など）②就職相談会（町田市・八王子市・調布市・日野市・狛江市・稲
城市の民間保育園がブース出展。人事担当者と直接面談）
対象 保育士資格をお持ちの方または取得見込みの方
問 東京都保育人材・保育所支援センター（☎03-5211-2860）

　保育園で働きたい方に向けた採用説明会・面接会です。市内
13法人の担当者と直接話ができます。複数の保育園にエントリ
ー可能です。「ブランクがあるけれど」という方も大歓迎です！

日野市・ハローワーク八王子共催

（町田会場）

催
し

催
し

広報　　　　第1386号 28.11.1 1415 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


