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定員 １０人※申込多数の場合は抽選
その他 講座修了者は東京都「外国人お
もてなし語学ボランティア」に登録
申 １/１５㈮（必着）までに〒１９１－
８６８６日野市まちづくり部オリンピッ
ク・パラリンピック担当（思５８３－
４４８３死sports@city.hino.lg.jp）へ　
はがき　、FAXまたは　メール　で。郵便番
号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性
別、職業、電話番号、メールアドレ
スを記入
問 日野市オリンピック・パラリンピ
ック担当　代表緯
 

　２体の人形を同時に操る腹話術
や、腹話術による「ものまね」など高
い技術のパフォーマンスでおなじみ
のいっこく堂のスーパーライブ。
日時 ４/１６㈯１４：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
入場料 全席指定４,０００円
チケット １/１６㈯からひの煉瓦ホー
ル、七生公会堂、東京労音府中セン
ターで販売
問 東京労音府中センター（緯０４２－
３３４－８４７１）、市文化スポーツ課　代表緯
 

日時 １/１８㈪１３：００～１７：００
定員 申込制で先着５０人
その他 本講座以外にも多数の講座あ
り※詳細は同センター 参照
申 電話
会場・問 同センター多摩（緯０４２－３２９
－４５２４）
 

募集科目 Visual C＃によるプログラ
ミング、第二種電気工事士（基礎実
技）など
対象 在職中の都内在住・在勤者※派
遣・契約社員・パート含む
費用 １科目６,５００円
その他 詳細はTOKYOはたらくネッ
ト （http://www.hataraku.met 
ro.tokyo.jp）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（緯０４２－３６７－
８２０４）

日野市市民会館文化事業協会共催
事業～いっこく堂スーパーライブ

東京しごとセンター多摩の就
業支援「３０～５４歳対象・ミド
ルのための再就職支援講座」

　
HP

キャリアアップ講習（１月）

　
HP

 

日時 １/１４㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭窓里、桂文雀
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 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（緯５９３－２９１１）
 

日時 １/１４㈭１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 健康パンなど
定員 申込制で先着１０人
申 電話
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
 

日程 １/１４㈭～２/１１㈷※１４は午後か
ら
会場 京王線高幡不動駅南北通路
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

　多摩地域２７市町の歴史や文化財、
博物館の展示図録などの書籍を一堂
に集め、展示販売します。
日時 １/２３㈯１０：００～１７：００、２４㈰１０：
００～１５：００
会場 女性総合センターアイム（立川市）
主催 東京都市社会教育課長会文化財
部会
問 生涯学習課　代表緯
 

日時・内容 １/２４㈰…事業構想・経営
理念、３１㈰…マーケティング・販売
戦略、２/１４㈰…税務・会計・事業開
始の手続き、２１㈰…雇用・人材育成・
資金調達、３/６㈰…ビジネスプラ
ン発表会。いずれも１３：００～１７：３０
会場 ＰｌａｎＴ（多摩平の森産業連
携センター）
講師 創業支援センターTAMA専任
講師
対象 創業予定または創業間もない方
定員 申込制で先着２０人
費用 ５,０００円（テキスト代）
申 １/４㈪から産業振興課（死san 

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう

日野産農産物を使った手作りパン教室

パネル展示「七生丘陵散策コ
ースの昔と今」

多摩郷土誌フェア

創業するための知識・技術を身
につける創業スクール（全５回）

gyo@city.hino.lg.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
 

　市内に残る古文書をテキストに市
の歴史について学びます。
日時 １/２４～２/１４の毎週日曜日１３：
３０～１５：３０
会場 中央公民館高幡台分室
講師 上野さだ子氏（日野の古文書を
読む会会長）、大窪俊彦氏（同会会員）
対象 全回参加できる初心者
定員 申込制で先着２５人
申 １/５㈫９：００から電話
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

日時 １/２４㈰９：００～１２：００
講師 救急協会員、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 １/４㈪から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時・内容 １/２７㈬１８：３０～１９：３０…大
人のＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性障
害）の特性、１９：３０～２０：３０…大人の
ＡＤＨＤ～本人の工夫・周りの工夫
会場 生活・保健センター
講師 高山恵子氏（臨床心理士）
対象 福祉職に従事している市内在
住・在勤者など
定員 申込制で先着３０人
申 １/４㈪からたんぽぽひのセンタ
ー（思５１１－３２９４）へFAX
問 障害福祉課　代表緯
 

　２０２０年オリンピック・パラリンピ
ックの成功に向け、外国人が安心し
て過ごせる環境を整えるためのボラ
ンティアを育成する講座です。
日時 １/２８㈭１３：３０～１７：００、２/４㈭・
１８㈭・２５㈭、３/３㈭１４：００～１６：００
会場 日野宿交流館
対象 全回参加できる１５歳以上の市内
在住・在勤・在学者

郷土資料館講座～古文書にチ
ャレンジ！（全４回）

普通救命講習～心肺蘇生、AED
の使用方法、窒息の手当など

日野市障害福祉人材育成事業
「障害福祉従事者研修」

外国人おもてなし語学ボラン
ティア無料育成講座

立について考えます。
　わが子が学校に行けない、就職し
ない、ひきこもりの状態から社会参
加ができないなど、同じ境遇にある
家族を対象に情報交換を行います。
日時 １/３０㈯１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 ６カ月以上ひきこもりなどの状
態にある市内在住の子供を持つ家族
定員 ３０人
申 １/２５㈪までに電話または市役所
２階セーフティネットコールセンタ
ーへ※詳細は問い合わせを。
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

　オーブンを使わず簡単にできるチ
ョコレート菓子を作ります。
日時 ２/６㈯９：３０～１３：００
定員 申込制で先着２０人
費用 １,０００円
申 １/５㈫９：００から電話
会場・問 同会館（緯５８３－４３１１）
 

 

　市の学校給食のこだわりを展示で
紹介します。
日程 １/５㈫～２９㈮
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
その他 ６㈬１２：００から手作り白玉団
子のおしるこ試食（先着５０食）あり
問 学校課　代表緯
 

日時・出演 １/９㈯…浅岡みほり氏、
２３㈯…村田美佳氏、小林治美氏。い
ずれも１２：３０～１３：００
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 １/１２㈫９：４５～１１：３０
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
申 １/４㈪から電話
会場・問 やまばと（緯５８２－３４００）

東部会館料理教室「しっぱい知ら
ず！手作りチョコレート菓子」

趣味・教養
日野市の学校給食展示「本物
工房のこだわりを守ろう」

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」

地域活動支援センターやまば
と～障害者のためのイベン
ト・映画「怪物くん」鑑賞会

 

 

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか？これからどうしようか
と悩んでいる方もおしゃべりに来て
ください。４歳以上のお子さまも一
緒に参加できます。
日時 １/２４㈰１５：００～１６：３０
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（緯５８６－１３１２）
 

　就職活動に必要なパソコンの基本
操作（ワード・エクセル）を習得し、
実際の応募に活用できる職務経歴書
の作成までを学びます。
日時 ２/２㈫～４㈭９：３０～１６：３０
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ウインドウズの基本操作、ワー
ド・エクセルの基礎知識、メール作
成・送受信、職務経歴書・自己PR書
の作成など
対象 子育て中で早期に再就職を目指
している３日間連続受講が可能な方
※受講には八王子しごと情報館マザ
ーズコーナーの登録が必要
定員 申込制で先着１０人
申 １/１２㈫から八王子しごと情報館
マザーズコーナー（緯０４２－６８０－
８４０３）へ電話
その他 生後１歳～未就学児１０人の保
育あり。１/１８㈪までに申し込み
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

 

第１グループ～みんなで楽しく健康
づくり 
日時 １/１５㈮９：３０～１１：３０
会場 心塾（旭が丘）※直接会場へ
内容 健康体操、講話、ビンゴ、歌な

ど

講師 日野市健康体操サポーターな
ど

費用 １００円
持ち物 上履き、バスタオル、汗拭きタ

子供・保護者向け
みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い

ハローワーク八王子マザーズコー
ナー共催事業～子育てしながら働
きたい方のためのパソコン講習

健　康
健康づくり推進員
問　健康課（緯５８１－４１１１）

オル、飲み物、会員証（お持ちの方）
第２グループ～烏山寺町巡り 
日程 １/１４㈭※雨天中止
集合 １０：００京王井の頭線三鷹台駅改
札※直接集合場所へ、１２：００京王線
千歳烏山駅前解散
内容 わずか１キロに２６もの寺があ
り、少しゆっくりと寺を回ります
費用 １００円
持ち物 飲み物、帽子、健康保険証、
名前カード
第３グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚！ 
日時 １/１８㈪１３：３０～１５：３０
会場 大坂上３丁目都営集会室※直接
会場へ
内容 健康体操、歌など
講師 日野市健康体操サポーターな

ど

費用 １００円
持ち物 飲み物、タオル、室内履き
第４グループ～足腰元気に転倒知ら
ず・健康体操＆交流会 
　いつまでも、元気に動けるように、
優しいらくらく健康体操とオリジナ
ルのエクササイズを覚えて、和やか
にみんなで楽しく交流しましょう。
日時 １/１２㈫１０：００～１２：００
会場 湯沢福祉センター※直接会場へ
講師 日野市健康体操サポーター、第
４グループ健康づくり推進員
持ち物 タオル、飲み物
 

 

日時 １/７㈭～１４㈭８：３０～１７：１５※
１４㈭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）
 

日時・会場 １/１３㈬…新町交流センタ
ー、２/８㈪…万願寺交流センター
※いずれも１４：００～１５：３０。直接会場
へ
内容 ダンボールコンポスト紹介、使
い方の実演
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）
 

　ひきこもりや不登校のわが子の自

生活・環境
日野の野鳥たち写真展を開催

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

日野市ひきこもり対策支援事
業「家族のつどい」

催催催 ししし

催
し


