
催 し 第13期受講生を募集農の学校

日時 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
内容 援農活動を実践するための農業知識、土作りか
ら収穫までの技術の修得、圃場の管理作業
対象 本講座修了後、援農活動ができる方※募集説

明会へは必ず参加
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※いすれかに参加を
申込 11/11㈮までに市役所3階都市農業振興課へ所
定の申込書（説明会で配布）を持参

農の学校農の学校
　市では、農家を応援する援農ボランティア希望者に農業知識と技術を習得してもらい、より高度
な援農が実践できるよう農の学校を開校し、ボランティアを育成します。講座修了後は、援農ボラ
ンティアとして、市内農家でご活躍いただきます。 問 都市農業振興課 代表☎

豊田駅南口周辺で幹線道路のネットワーク化を
進めています
　豊田駅南口周辺では現在、土地区画整理事業により道路や宅地の整備を進めています。平成28年度は幹線道路を
交差点で接続するなど、幹線道路のネットワーク化を進めています。主な整備内容は下図の通りです。平成29年春
ごろには新しい道路や交差点の開放、駅前広場の暫定開放が行われる予定です。詳細はお問い合わせください。

①駅前広場の暫定整備
　整備後は車の乗り入れが可能になり、路線
バス、ミニバス、ワゴンタクシーの乗り入れ
も予定しています。
②日野バイパス延伸部（3・3・2号線）と豊田駅か
ら南に下る道路（3・4・19号線）の交差点改良
　整備後は、信号機が新設され、交差点のよ
り安全な通行が確保されます。
③豊田駅前から消防署豊田出張所に向か
う道路（3・4・15号線）と平山通りの接続
　整備後は信号機が新設され、豊田駅南口へ
のアクセスが便利になります。
④日野バイパス延伸部（3・3・2号線）と平山
通りの接続
　日野バイパス延伸部の仮設道路を平山通りまで
延伸し、信号交差点を新設することにより、安全
な通行が確保されます。

子供・保護者向け
図書館おはなし会（11月）

高幡図書館（☎５91-７322）
日程 2㈬・16㈬
中央図書館（☎５86-０５84）
日程 9㈬・24㈭
多摩平図書館（☎５83-2５61）
日程 10㈭（ひよこタイム）・30㈬
平山図書館（☎５91-７７７2）
日程 17㈭（ひよこタイム）
百草図書館（☎５94-4646）
日程 25㈮
　いずれも 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 詳細は各館に問い合わせ、

または図書館 HP 参照

三中地区青少年育成会～さ
といも収穫祭

日時 11/3㈷10:00～13:30※雨天の場
合は12:30三中で食事会。さといも
掘りは11/6㈰10:00に実施 会場 石坂
ファームハウス（百草）、三中 持ち物
帽子、タオル、飲み物※よごれても
いい靴と服装で 問 三中地区青少年
育成会（田邊☎090-4138-7502）

ベビーマッサージ～パパも
一緒にどうぞ

日時 11/19㈯15:00～16:15 対象 生 後
3～5カ月児と保護者 定員 12組（初め
ての方優先）申込 10/28㈮9:30から
電話 会場・問 地域子ども家庭支援セ
ンター多摩平（☎589-1260）

移動子育てひろば～地域で
子育てなかまを見つけよう！

日時 11/4㈮ 10:20～11:30 会場 南 平
西部地区センター※直接会場へ
内容 ふれあい遊びや子育てについ
ておしゃべり 対象 乳幼児と保護者
問 地域子ども家庭支援センター万
願寺（☎586-1312）、同センター多摩
平(☎589-1260)

養育家庭体験発表会
日時 10/27㈭14:00～16:00 会場 市 役
所5階505会議室※直接会場へ 内容
基調講演・櫻井奈津子氏（和泉短期

大学教授）「知っていますか？里親
制度～子育てを支える地域の力」、
元里親さんの養育家庭体験談 問 子
ど も 家 庭 支 援 セ ン タ ー（ ☎599-
6670）

趣味・教養
日野市シルバー人材センターから

会場・問 同センター（☎581-8171）

はじめてのスマホ体験教室
日時 1 1 / 3㈷9 : 0 0～10：00、11：00～
12 :00、13 :00～14 :00、15 :00～
16:00 費用 各 回500円 その他 教 室
で用意したスマホを使用※持ち込み
不可 申込 10/18㈫8:30から電話
パソコン講習会
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 その他 3
人から開講。個人指導あり。詳細は
問い合わせを 申込 10/22㈯（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

食中毒予防や衛生管理につ
いて～食品衛生実務講習会
日時・会場 11/2㈬…七生公会堂、9

㈬…パルテノン多摩（多摩市）※いず
れも14:00～16:00。直接会場へ 対象
食品関係営業者、食品衛生責任者
定員 各日先着280人 問 南多摩保健

所（☎042-371-7661）

晩秋を彩る市の花の祭典～
日野市菊花展

日時 古典菊展示…10/26㈬～11/20
㈰、日野市菊友会展示…10/30㈰～
11/9㈬、菊花コンテストの菊展示…
11/1㈫～10㈭※いずれも9:00～16:00、
最終日は15:00まで 会場 市役所前市
民プラザ 問 緑と清流課 代表☎

▶菊花コンテスト一般市民の部出展作品
募集
搬入日時 10/31㈪9:00～15:00 搬入場所
市役所前市民プラザ 表彰式 11/10
㈭15:00からひの煉瓦ホール（市民会
館）で開催 申込 10/26㈬までに日野
市環境緑化協会へ電話※詳細は開催
要領（同協会、市役所1階市民相談窓
口、七生支所、豊田駅連絡所で配布）
を参照 問 同協会（☎585-4740）

第46回高幡不動尊菊まつり
問 日野市観光協会（☎586-8808）

日時 10/28㈮～11/17㈭9:00～16:00
会場 高幡不動尊境内 内容 多摩地
域11市の菊愛好家の団体が大菊、懸
崖、盆栽、切花など1,400鉢を出品
▶育て方の講習会 日時 10/31㈪11:00
～12:00 会場 高幡不動尊五重塔横※
直接会場へ 講師 多摩菊花連盟会員
定員 先着10人 費用 1,000円

村絵図を楽しむ～日野市内
の用水をたずねて

日程 11/13㈰ 集合 10:00新町交流セ
ンター、16:00京王線高幡不動駅解
散内容 午前…講義、午後…マイク
ロバスを利用して日野用水取水堰や
高幡用水・向島用水・一の宮用水取
水口などを回る 講師 上野さだ子氏、
大窪俊彦氏（いずれも日野の古文書
を読む会・昭和史を綴る会）定員 申
込制で先着22人 申込 10/18㈫から
電話 問 郷土資料館（☎592-0981）

日野市高齢者作品展～作品
募集

▶作品展 日程 前期…11/15㈫～ 17
㈭、後期…11/18㈮～ 20㈰※それぞ
れ別作品を展示 会場 ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）▶作品出展者募集
対象 おおむね60歳以上の市内在住
者 申込 10/28㈮までに電話 問 高齢
福祉課 代表☎

日野宿楽市楽座文化講座～
江戸の音曲と落語の会

日時 11/19㈯17:30～20:00 会場 日野
宿本陣 出演 三遊亭圓窓(落語)、音
羽菊公（舞踊）など 対象 中学生以上
の方 定員 申込制で先着50人 申込
10/16㈰～ 11/18㈮に電話 問 新選組
のふるさと歴史館（☎583-5100）

番号・講座名 日時 費用
①パソコン入門・
Ｗｏｒｄ入門

11/12～12/3の毎週土
曜日13：００～1５：００

各6,０００
円

②Ｗｏｒｄ基礎・
応用

11/2７～12/18の毎週
日曜日1０：００～12：００

③Ｅｘｃｅｌ入門・
基礎

11/５～26の毎週土曜
日1０：００～12：００

④Ｅｘｃｅｌ応用　 11/11㈮･18㈮1０：００～
12：００

各3,０００
円⑤年賀はがき作成 11/2５㈮･12/2㈮1０：００

～12：００

⑥はがき宛名印刷 11/13㈰･2０㈰1０：００～
12：００

問 区画整理課 代表☎
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