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定員 申込制で先着３０人
費用 ３００円（資料代）
申 ２/１５㈪から電話
持ち物 飲み物、歩きやすい服装
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ２/２８㈰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わかち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ３/２㈬１４：００～１５：３０
会場 平山 季  重 ふれあい館※直接会場

すえ しげ

へ
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）
 

事前対策セミナー 
日時 ３/３㈭１４：００～１６：００　会場　福祉
支援センター　定員　申込制で先着３０
人　申　電話
①直前対策セミナー②合同就職面接
会 
日時 ３/８㈫①１０：００～１２：００②１３：００
～１５：３０　定員　①申込制で先着３０人参
加企業数　②１０社程度　申　①電話②申
込不要、直接会場へ。入退場自由
　いずれも　会場　立川商工会議所（立
川市）　対象　おおむね５５歳以上の求職
中の方　問　東京しごとセンター多摩
（緯０４２－３２９－４５２４）
 

高幡コース 
日程 ３/８㈫　集合　８：５０福祉支援セ
ンター、１２：３０解散　コース　マザアス
日野～小規模多機能ホーム日野～デ
イホームにんじん・万願寺
豊田コース 
日程 ３/１８㈮　集合　８：５０豊田駅南口、
１２：３０解散　コース　友遊ケアセンター
～シンフォニア～豊かな里
　いずれも　申　３/２㈬（必着）までに
〒１９１－００１１日野本町７－５－２３日

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

地域就職面接会「対策セミナ
ー」「合同就職面接会in立川」

ハローワーク八王子共催「日野
市福祉のしごと見学会」～高齢
者福祉事業所を巡るバスツアー

野市社会福祉協議会総務係（思５８３－
９２０５死sanka００３＠hinosuke.org）
へ　はがき　、ＦＡＸまたは　メール　で。住
所、氏名、年齢、性別、電話番号、
希望コース、保有資格・福祉経験、
参加動機を記入　問　日野市社会福祉
協議会（緯５８２－２３１９）
 

　ボランティア活動をしている方と
活動を始めたい方の交流会です。
日時 ３/６㈰１０：１５～１４：４５
会場 新町交流センター
内容 講演会、交流タイム、アトラク
ション、お楽しみ抽選会など
対象 ボランティア活動中の個人・団
体、ボランティアに関心のある方、
介護サポーターなど
定員 申込制で先着１００人
費用 ５００円（昼食代など）
申 ２/２６㈮（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（思５８２－００８２死
hino-vc@hinosuke.org）へ　はがき　、
電話、ＦＡＸまたは　メール　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
（緯５８２－２３１８）
 

日時 ３/９㈬１８：００～２０：００
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 マイナンバー制度の概要、事業
者として準備すること、注意事項な
ど
講師 山田芳子氏（あいぼーでんワー
クスタイルイノベーション代表）
対象 創業予定の方、事業所・企業の経
営担当者
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死sangy 
o@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 産業振興課　代表緯
 

補助金説明会 
日時 ３/７㈪１８：００～２０：００　内容　補助
金の内容説明、個別相談　定員　申込
制で先着３０人

ボランティア交流会

ビジネスセミナー～マイナン
バー制度に対する対応

ものづくり・商業・サービス新
展開支援補助金説明会・相談会

相談会 
日時 ３/１４㈪１７：００～２０：００　内容　申請
書の記載内容についてのブラッシュ
アップ　定員　申込制で先着９人
　いずれも　会場　PlanT（多摩平の森
産業連携センター）　対象　補助金申請
予定者　申　多摩信用金庫 （http:// 
www.tamashin.jp/tamapla/）か
ら　問　多摩信用金庫（緯０４２－５２６－
７７２８）、市産業振興課　代表緯
 

　野菜栽培に意欲のある方、援農活
動参加の意志がある方を募集してい
ます。
日時 ３～１２月の第２・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第
２交流農園
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 １２人※申込多数の場合は抽選
費用 １,０００円（保険料など）
申 NPO法人日野人・援農の会（佐藤
緯５８１－４４０７死t-satou@mail.hinoc 
atv.ne.jp）へ電話または　メール　で。
住所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

 

　人の声や呼吸のリズムなど、それ
ぞれの身体の特徴を生かした音で、
子供たちと作曲家・宮内康乃氏が一
緒に創作した舞台作品をご覧くださ
い。
日時 ３/２１㈷１４：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 申込制で先着１５０人
申 ３/１８㈮までにＮＰＯ法人芸術家
と子どもたち（思０３－５９６１－５７３８）
へＦＡＸまたは同団体 予約フォー
ム（http://www.children-art.net/
pkt/pkt_invite/）で。代表者氏名、
フリガナ、人数（大人・子供の別）、電
話番号を記入。３/１９㈯以降の申し
込みは電話（緯０７０－５４５５－５６２６）で
問 ＮＰＯ法人芸術家と子どもたち
（緯０３－５９６１－５７３７）、市文化スポ
ーツ課　代表緯

　
HP

援農・野菜栽培塾参加者募集

記念行事・フェスタ・複合イベント
パフォーマンスキッズ・トーキ
ョー～観覧者募集

　
HP

催
し

を映像で鑑賞後、丘陵地域を散策
講師 川澄祐勝氏（高幡山金剛寺貫
主）、七生丘陵調査団
定員 申込制で先着３０人
持ち物 昼食、飲み物
申 ２/１７㈬から電話
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

日時 ３/１９㈯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）
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

 

はじめての水中ウオーキング 
日時 ３/１１㈮・１８㈮１１：００～１２：００　会場
同館温水プール　定員　申込制で先着
７人　費用　２,７００円※入場料別途　申　３
/３㈭までに電話
骨盤なめらか体操教室 
日時 ３/５～２６の毎週土曜日１１：００～
１２：００　会場　同館集会室　定員　各日１０
人　費用　５枚つづり５,４００円のチケッ
ト購入制
 

 

日時 ２/１８㈭～２５㈭８：３０～１７：１５※
２５㈭は１５：００まで
会場 市役所１階市民ホール
問 かわせみ館（環境情報センター）
（緯５８１－１１６４）
 

日程 ２/２７㈯
集合 １０：００平山城址公園駅前、１２：３０
平山城址公園解散※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

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～自尊心」

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
問　同プール（緯５８３－５２６６）

生活・環境
市内で見られるカザグルマな
どの貴重植物写真展

自然観察会～平山城址公園付
近の雑木林で冬芽の観察

 

 

日時 ２/２３㈫１０：００～１１：３０
対象 １８～６４歳で身体（車いす可）・知
的・精神障害のある市内在住者と同
行者
費用 ５０円程度（材料費）
申 ２/２２㈪までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

 

　明治時代の古今雛や、大正・昭和
初期の雛人形、各地の土雛、色鮮やか
なつるし雛（「つるし雛を作る会」参
加者の作品含む）などを展示します。
日時 ２/２３㈫～３/６㈰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（緯５８３
－５１００）
 

日時 ３/１㈫～４/１０㈰９：３０～１７：００
※月曜日休館。なお３/２１㈷は開館し
３/２２㈫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（緯５８３
－５１００）
 

①パソコン入門・Word入門　日時　
５～２６の毎週土曜日１３：００～１５：００　
②Word基礎・応用　日時　２０～４/１０
の毎週日曜日１０：００～１２：００　③Excel
入門・基礎　日時　５～２６の毎週土曜日
１０：００～１２：００　④インターネット　日時　

趣味・教養
地域活動支援センターやまばと
～「マクラメ」とんぼ作りなど

日野宿楽市楽座文化講座～お
雛さまを愛でる会

新選組ゆかりの文字を書く書
道展～第９回新選組書展

パソコン講習会（３月）

４㈮・１１㈮１０：００～１２：００　⑤デジカメ
入門　日時　１８㈮・２５㈮１０：００～１２：００
　いずれも　対象　①以外は文字入力
ができる方　費用　①～③６,０００円④⑤
３,０００円　その他　３人から開講。個人指
導あり。１時間１,５００円。訪問２,５００円
申　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
会場・問　日野市シルバー人材センタ
ー（緯５８１－８１７１）
 

日時 ３/１０㈭９：３０～１１：３０
会場 緑化交流センター
講師 濱田豊氏（元ＮＨＫ「趣味の園
芸」講師）
定員 申込制で先着４０人
申 ２/１７㈬８：３０から電話
問 日野市環境緑化協会（緯５８５－
４７４０）
 

　多摩川には、かつて海だったころ
の地層がみられ、クジラやアケボノ
ゾウ、貝化石などが発見されていま
す。約１５０万年前の日野の様子を化
石や地層からたどります。
日時 ３/１２㈯９：３０～１２：３０※荒天の
場合は３/１９㈯
会場 柴崎福祉会館前多摩川土手（立
川市）
講師 馬場勝良氏（岐阜聖徳学園大学
教授）、松川正樹氏（東京学芸大学教
授）
対象 小学生～高校生※小学４年生以
下は保護者同伴
定員 申込制で先着２０人
持ち物 タオル、飲み物、帽子、新聞
紙（朝刊１日分）、レジ袋、油性ペン、
鉛筆
その他 長袖、長ズボン、運動靴
申 ２/１７㈬から電話
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

日程 ３/２６㈯
集合 ９：３０高幡不動尊五重塔千体地
蔵堂、１５：３０平山城址公園駅解散
内容 昭和３０年代のハイキングコース

ガーデニング講習会

体験学習会～化石でたどる大
昔の日野

昔の野猿峠ハイキングコース
を歩く

催催催 ししし

催
し


