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死soudan@city.hino.lg.jp

出演 三中の生徒、七生緑小、夢が丘
小、潤徳小、八小の児童、ティーチ
ャーズバンド、かぜのね
持ち物 上履き、靴を入れる袋
問 同会（中澤緯０７０－６５７９－２３７１）
 

 

日程 １/１３㈬※雨天中止。中止の問い
合わせは当日８：００から電話を
集合 ９：３０八坂神社（日野本町）、１２：
００高幡不動尊解散（７キ　

　ロ ）※直接集
合場所へ
費用 １００円
持ち物 雨具、飲み物、帽子、健康保
険証、双眼鏡（お持ちの方）
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

日時 １２/２０㈰１４：００～１６：３０
会場  PlanT （多摩平の森産業連携セ

プ ラ ン ト

ンター）
内容 創業体験談、トークセッション
講師 山口義昭氏（㈱テクナビ代表取
締役）
対象 創業予定または創業まもない
方、事業所・企業の経営者
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へＦＡＸまた
は　メール　で。住所、氏名、電話番号を

健　康
ウオーキンググループ～富士
山・スカイツリーが見える日
野のビューポイント巡り

生活・環境
創業者向けセミナー～YouTube
動画プロモーション事業の創造

記入
問 産業振興課　代表緯
 

　日野市環境緑化協会では、市内の
小学４年生・６年生から応募された
緑や環境に関する思いが詰まった作
文集を無料配布します。なお、配布
時には住所、氏名、連絡先の記入が
必要です。ご了承ください。
配布開始 １２/２１㈪から
配付数 先着５０冊
配布場所・問　同協会（緯５８５－４７４０）
 

日時 １２/２２㈫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 １００円（材料費）
申 １２/２１㈪までに電話
会場・問　同センター（緯５８２－３４００）
 

日時・内容　２/２３㈫１０：３０～１２：３０…事
例・判例からみる就業規則の重要性
など、１３：３０～１５：３０…マイナンバー
制度、ストレスチェック制度な

ど

会場 八王子労政会館（八王子市）
講師 町田悠生子氏（弁護士）
対象 事業主、人事労務担当者など
定員 申込制で先着１００人
申 電話
問 労働相談情報センター八王子事
務所（緯０４２－６４３－０２７８）

作文集「緑のまち」の配布

地域活動支援センターやまばと
～クリスマスリース作り

まだ間に合う～新制度にも対応
「要点解説！就業規則講座」

 

日時 １２/２７㈰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
 

多摩職業能力開発センター（昭島市）
問 緯０４２－５００－８７００
同センター八王子校 
問 緯０４２－６２２－８２０１
同センター府中校 
問 緯０４２－３６７－８２０１
　いずれも　募集期間　１/７㈭～２/
４㈭　その他　詳細は各校へ問い合わ
せを
 

 

はじめての水中ウオーキング 
日時 １/１５㈮・２２㈮１１：００～１２：００　会場
同プール　定員　申込制で先着７人　費用
２,７００円※入場料別途　申　１/７㈭ま
でに電話
骨盤なめらか体操教室 
日時 １/９～３０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５,４００円のチケット購入
制

日野市・多摩市わかち合いの会
～自死遺族支援事業

都立多摩職業能力開発センター
職業訓練生（４月入校）募集

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）

催
し

※掲載希望は１歳になる月の前月20日までに市長公室
広報担当　　 へ（１月生まれ…12月18日㈮まで）

平成26年12月11日午後３時28分生まれ
父・正也さん、母・麻奈実さん

日野本町在住

歩くの大好き、イタ

ズラ大好きなおてん

ば娘！最近はママか

ら離れると大泣きな

甘えん坊。あっとい

う間に１歳だね！こ

れからも元気にスク

スク大きくなって

ね！

荷田美羽
はす だ み う

ちゃん
図書館おはなし会（１月）
会場・日程・問
高幡図書館（緯５９１－７３２２）…６㈬・２０㈬
中央図書館（緯５８６－０５８４）…１３㈬・２８㈭
多摩平図書館（緯５８３－２５６１）…１４㈭ひよこタイム・２７㈬
平山図書館（緯５９１－７７７２）…２１㈭ひよこタイム
百草図書館（緯５９４－４６４６）…２２㈮

　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 参照　

HP

～１６：００　会場　中央福祉センター　内容
コミュニケーションを築く際に必要
な聴く力を身に付ける　対象　全５回
参加可能な市内在住・在勤・在学者　
定員　３０人※申込多数の場合は抽選　
費用　３,０００円※初回に徴収　申　１/１５
㈮（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　、ＦＡＸまた
は　メール　で。住所、氏名（ふりがな）、年
齢、性別、電話番号、参加動機を記入　
問　同センター（緯５８２－２３１８）
 

①パソコン、Word入門　日時　９～３０
の毎週土曜日１０：００～１２：００②Word
基礎・応用　日時　８～２９の毎週金曜日
１０：００～１２：００　③Excel入門・基礎　日
時　１０～３１の毎週日曜日１０：００～１２：
００　④デジカメ入門　日時　９㈯・１６㈯
１３：００～１５：００　⑤電子メール　日時　２３
㈯、３０㈯１３：００～１５：００　⑥無料パソコ
ン体験　日時　１１㈷１０：００～１２：００
　いずれも　対象　①⑥以外は文字入
力ができる方　費用　①～③６,０００円④
⑤３,０００円　申　１２/２２㈫（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※３人から開講　会場・問　
同センター（緯５８１－８１７１）
 

日時　２/２８㈰１３：３０から　会場　ひの煉
瓦ホール（市民会館）　申　１/８㈮（必
着）までに〒１６０－００２３新宿区西新宿
６－１２－３０芸能花伝舎２階落語芸術
協会内都民寄席実行委員会へ　往復はがき
で。往信用裏面に住所、氏名、電話
番号、開催日、会場名、希望人数（１
枚２人まで）を、返信用表面に住所、
氏名を記入　問　都民寄席実行委員会
（緯０３－５９０９－３０８１）
 

 

日時 １２/１９㈯１３：００～１５：３０
会場 三中体育館※直接会場へ。車で
の来場はご遠慮を

パソコン講習会（１月）

２０１６都民芸術フェスティバル
～都民寄席

子供・保護者向け
三中地区青少年育成会
～ふれあいコンサート

 

 

日時 １２/１５㈫ ～
１/２９㈮８：３０～
２１：３０※１２/１５㈫
は１２：００から、１
/２９㈮は１５：００ま
で。年末年始を除く
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 後藤昭夫氏（アマチュア写真家）
撮影の昭和４０年代からの風景写真展
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

日時 １２/１９㈯１８：００～２０：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ
出演 ひの煉瓦ジャズオーケストラ、
煉瓦ホールシンガーズ
その他 ドリンクサービスあり
問 同ホール（緯５９３－２９１１）
 

対象 平成２７年
中に、市内お
よび大成荘で
撮影された未
発表の単写真
※入賞作品の
著作権は撮影
者、使用権は主催者に帰属　申　１/１１
㈷（必着）までに〒１９１－００１１日野本
町２－１５－９日野市観光協会へ郵送
または持参※審査発表は２月中旬に
通知　問　同協会（緯５８６－８８０８※月曜
日（祝日の場合は翌日）休館）
 

日時 １/１６㈯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

趣味・教養
パネル展～多摩平写真日記

クリスマス・スペシャルライクリスマス・スペシャルライブブ

伸びゆく日野市写真コンクール
作品募集

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～Ｂさん（加害者）とは」

ァシリテーター養成講座修了）など
費用 ５００円（資料代）
その他 １歳～未就学児の保育あり※
１/６㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

日時 １/２３㈯１０：００～１５：００
会場  PlanT （多摩平の森産業連携セ

プ ラ ン ト

ンター）
内容 ３Ｄプリンターによる造形など
講師 川原万人氏（明星大学准教授）
対象 小学５年生～中学生と保護者
定員 申込制で先着１０人
申 日野市商工会（思５８６－６０６３死r.i 
keda@shokokai-tokyo.or.jp）へ
電話、ＦＡＸまたは　メール　で。住所、
氏名、学年、電話番号、保護者氏名
を記入
問 同会（緯５８１－３６６６）
 

日時 １/２５㈪１３：３０～１５：３０
会場 市役所５階５０５会議室
対象 福祉事業従事者
申 詳細は問い合わせを
問 障害福祉課　代表緯
 

　新選組ゆかりの文字を書く筆文字
コンクール。応募作品は３/１㈫～
４/１０㈰新選組のふるさと歴史館で
開催の新選組書展で展示します。
課題 「誠」「会津公御預り与相成居候」
「流山」のうちいずれか一つ
申 １/３１㈰（消印有効）までに〒１９１
－００１６神明４－１６－１新選組のふる
さと歴史館へ郵送。作品（一人１点。
約３３袷×２４袷の半紙に書いた作品に
学年、氏名（高校生以上は氏名のみ）
を書く）、応募用紙（任意のもの。住
所、氏名、学校名、学年、雅号の場
合は雅号を記入）、定形の封筒（参加
賞などの返信用。８２円切手を貼り住
所、氏名を記入）を同封
審査員 宮地正人、川澄祐勝、小熊廣
美※審査発表は２/２８㈰
問 同館（緯５８３－５１００）
 

日時 １/２２～２/１９の毎週金曜日１３：３０

３Ｄプリンター活用教室

日野市地域自立支援協議会学習会「虐待
防止法から３年経過後の現状と課題～
私たちの支援のあり方、連携を考える」

新選組書展～作品募集

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」参加者募集

催催催 ししし

催
し

▲昨年の入賞作品


