
催 し
記念行事・フェスタ・複合イベント
七ツ塚ファーマーズセンター
開設4周年記念イベント

日時 10/10㈷10:00～15:00
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 手作り品・野菜販売、季節野菜
の収穫体験
問 めぐみ（山本☎090-3237-0159）、
市都市農業振興課 代表☎

第50回日野市産業まつり子供
職業体験イベント「産業まつ
りJOBチャレンジ！」

　市の産業振興を図ることを目的に
始まった「産業まつり」は今年で50
周年。次の50年もさらに日野市の産
業が発展するよう願いを込めて、次
代の主役であり明日の日野市を担う

“子供たち”にスポットを当てた子
供職業体験イベントを実施します。
日時 11/12㈯9:30～12:00
体験職業 場内アナウンス、野菜販売
補助など
対象 小学3～6年生
定員 申込制で先着10人
申込 10/3㈪9:00～7㈮に電話
問 都市農業振興課 代表☎

趣味・教養
新選組のふるさと歴史館～楽
市楽座文化講座

「つるし雛」を作る会
日時 10/13㈭・20㈭
13:30～15:30 会場 日
野 宿 交 流 館 内容

「椿とわらべのつる
し雛」作成 講師 古
布あそび・ひろの
会の皆さま 対象 高
校生以上の方 定員 申込制で先着30
人 費用 1,000円（材料費） その他 希
望者は日野宿本陣で3月に開催する

「お雛さまを愛でる会」で展示 申込
10/4㈫から電話
月を愛でる会～地唄舞と江戸の音曲
と共に
　旧暦9/15の夜に、古澤侑峯師の地

唄舞や、尺八・三味線の演奏、十五
夜の話などとともに、お月見を楽し
みます。
日時 10/15㈯18:00～20:00 会場 日 野
宿本陣 講師 枝川寿子氏など 対象 中
学生以上の方 定員 申込制で先着50
人 費用 700円※中学生550円（茶菓
子代込）申込 10/4㈫から電話
重
ちょうよう

陽の節句
日時 10/7㈮～12㈬9:30～17:00※11㈫
は休館 会場 日野宿本陣 費用 200円
※小・中学生50円（入館料）

ひの煉瓦ホール（市民会館）
ロビー 100歳のピアノによる
お昼のミニコンサート

日時・出演 10/8㈯…嶋田有紗氏、22㈯
…菅野美奈氏。いずれも12:30～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

かわせみ映画館～男はつらい
よシリーズ（第3作）

日時 10/13㈭18:30から
出演 マドンナ・新珠三千代
定員 先着300人
費用 100円
チケット 七生公会堂、ひの煉瓦ホー
ル（市民会館）で販売中
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

選挙啓発講演会
日時 10/14㈮14:00～16:00
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ
内容 参議院議員選挙・東京都知事
選挙を踏まえ今後の政局
講師 佐々木信夫氏（中央大学大学
院教授）
定員 先着200人
その他 手話通訳あり
問 選挙管理委員会事務局 代表☎

PlanT（多摩平の森産業連携
センター）で行われるビジネ
スセミナー

アート＆ビジネスセミナー
日時 10/22㈯15:00～18:00 内容 ア ー
トでビジネスを営む経営者の開業ま
での体験談、パネルトーク パネラー 加
藤晃央氏（㈱モーフィング代表取締
役）、飯泉文子氏（（一社）アートレ
イツマネージャー）、山上一郎氏

（KITORI代表） 対象 創業予定また
は創業後間もない方 定員 申込制で

先着30人 その他 保育応相談※10/12
㈬までに電話
PlanT-lab
日時 10/26㈬19:00～21:00 内容 平 均
年齢24歳!?東大発ベンチャーリディ
ラバはなぜこんなにも「現場」から
企画を作れるのか 講師 ㈱リディラ
バ 対象 創業者、事業者、企業社員、
学生など 定員 申込制で先着20人
多摩CB分科会2016 「創業実例!お役
所のうまい使い方」
日時 10/30㈰14:00～17:00※終了後19
：00まで交流会あり 内容 自治体の行
う創業支援事業について、創業者の
目線と支援者の目線からより効果の
高い事業を考える。ビジネスプラン
の紹介、各種支援策の活用法、ワー
クショップ 講師 山下雅弘氏（（一社）
Herstory代表理事）など 対象 創業
者、創業支援者、自治体職員、学生
など 定員 申込 制で 先 着30人 費用
1,000円（資料代など）
　いずれも 会場 PlanT（多摩平の森
産業連携センター） 申込 産業振興課

（ FAX 583-4483 sangyo@city.hino.
lg.jp）へ電話、FAXまたは メールで。
氏名、住所、電話番号を記入 問 産
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 10/17㈪10:30～13:30・18㈫10:30
～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー アップルブレッドなど
定員 申込制で各日先着10人
費用 2,100円
申込 ラ・リュンヌ（竹内☎090−7284−
1947）へ電話
問 都市農業振興課 代表☎

合同就職面接会in八王子
日時 10/19㈬13:00～16:00※10:00～
12:00に面接対策セミナーあり
会場 八王子市学園都市センター
対象 おおむね55歳以上の方
申込 電話
問 東京しごとセンター多摩（☎042-
329-4524）

普通救命講習
日時 10/23㈰9:00～12:00
講師 日野消防署職員
定員 申込制で先着10人

費用 1,400円（テキスト代）
申込 10/3㈪から電話
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

（参加企業90社予定）来春卒業予
定の未内定の学生および既卒者対
象「新規大卒者等合同就職面接会」

日時 11/1㈫12:30～15:00、16:00～
18:30
会場 京王プラザホテル八王子
内容 詳細は東京労働局HP参照
対象 平成29年3月に大学院・大学・
短大・高専・専修学校など卒業予定
者、既卒者（おおむね3年以内）
問 八王子新卒応援ハローワーク（☎
042-631-9505）

女性防災リーダー育成講座
～あなたの力で地域の防災
力をＵＰする！
日時・内容・講師 下表の通り
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 女性市民で地域防災に関心の
ある方
定員 申込制で先着20人
その他 1歳～未就学児先着4人の保育
あり※10/17㈪までに申し込み
申込 10/3㈪～24㈪に男女平等課（FAX

584-2748 danjyo@city.hino.
lg.jp）へ電話、FAXまたは メールで。
住所、氏名、電話番号を記入
問 男女平等課（☎584-2733)

知っておきたい！パート・契
約社員で働くときに役立つ基
礎知識～セミナー＆相談会

日時 11/15㈫・17㈭13:30～16:30
会場 関戸公民館（多摩市）
内容 労働法、社会保険、税金の基礎
知識、相談会
定員 申込制で先着60人
その他 申込方法など詳細は東京都労

働相談情報センター八王子事務所
HP参照
問 同事務所（☎042-643-0278）

キャリアアップ講習（10月
募集）
募集科目 3級簿記受験対策、ＩＰＶ6
によるネットワーク構築法、戸建住
宅のための太陽光発電システム（実

技）基礎など
対象 中小企業に在職中の都内在住・
在勤者※派遣・契約社員、パートを
含む
その他 申込方法など詳細はTOKYO
はたらくネットHP参照
問 多摩職業能力開発センター府中
校人材育成プラザ（☎042-367-8204）

日時 平成29年1/22㈰15：00から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 第1部…混声合唱のための童謡
メドレー「いつの日か」、第2部…ソ
リストによるオペラ・アリア、第3
部…ベートーベン作曲「交響曲第九
番ニ短調作品125合唱付」全4楽章
出演 神宮章・泉智之（いずれも指揮）、
藤谷香奈枝・谷口睦美・村上敏明・
カルロ・カン（いずれも歌）、アン
サンブルJ管弦楽団（管弦楽）、松嶋
弥生（ピアノ）、コーラルファンタ
ジー inひの・アンサンブルJ合唱団

（いずれも合唱）
費用 S席3,000円、A席2,000円(高校生
以下1,000円)※全席指定
チケット販売 ひの煉瓦ホール、七生
公会堂、東京文化会館チケットセン
ター (☎03-5685-0650)

　中学生を対象に本の世界や読書の
楽しさなどについてのお話をしてい
ただきます。市内の中学生23人が企
画しています。
日時 11/5㈯14:00から
会場 七生公会堂
内容 手話通訳あり
講師 初野晴氏（作家）

その他 未就学児の入場はご遠慮を※
平成29年1/13㈮までに申し込みで1
歳6カ月～ 6歳児の保育あり
募金のご報告
　藝術文化の薫るまちコンサートで
は、コンサートの当日に東日本大震
災被災地の復興を祈念し、募金の呼
びかけを行っています。
　2013年、2014年のコンサートでは、
合計311,880円が集まり、楽器などを
購入し、宮城県気仙沼市立大島小学
校に寄付しました。
　また、2015年のコンサートでは
188,337円の募金が集まりました。送
付先は現在検討中です。
　ご協力ありがとうございました。
　いずれも 問 藝術文化の薫るまち
㏌ひの実行委員会(☎090-9970-0340)

定員 200人
申込 10/4㈫10:00か ら 中 央 図 書 館

（ library@city.hino.lg.jp）へ電話
または メール で。件名「初野晴さん講
演会」、氏名、電話番号、参加人数
を記入※市内各図書館窓口で申し込
み可。詳細は図書館 HP 参照
問 中央図書館（☎586-0584）

日時 内容 講師
11/4㈮
10:00 ～
12:00

講義「災害時、なぜ
女性の視点が必要な
のか」

塩沢祥子氏（神奈川
災害ボランティアネッ
トワーク運営委員）

18㈮
10:00 ～
12:00

①日野市における地
域防災について
②怪我等処置講習

①市防災安全課職員
②消防署職員

25㈮
10:00 ～
12:00

①日野市の自主防災
組織に学ぼう
②ワークショップ

①鈴木直美氏（万願
荘自治会防災防犯会
代表）
②酒井照子氏（ホスピ
タリティひの代表）

12/2㈮
10:00 ～
15:00

講義「女性の視点を
活かして、災害対応
の 実 践 力を高めよ
う」、フォローアップ

浅野幸子氏（減災と
男女共同参画研修推
進センター共同代表）

藝術文化の薫るまち
コンサート

見たい！聞きたい！
作家の素顔
〜初野晴さん講演会

問 新選組のふるさと歴史館（☎
583-5100）

第10回記念
「ニューイヤー第九コンサート」
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soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


