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催
し

途。スキー・ウエアのレンタル手配可
（有料）　その他　申込方法などは問い合
わせを　問　日野市スキー連盟（山村緯
０３－３９８６－１８８０※月曜～金曜日９：００
～１７：００）
 

 

日時 １２/２０㈰１３：３０から
会場 生活・保健センター
講師 藤井克徳氏（共同作業所全国連
絡会専務理事）
問 日野市障害者関係団体連絡協議
会（名取緯５９２－１５１７）

記念行事・フェスタ・複合イベント
障害者の自立と人権～講演「ま
ちで障害者が生きるというこ
と～権利条約から考える」

１２/８㈫※雨天中止　集合　１０：００福祉
支援センター前、１２：３０東電総合研
修センター前解散※直接集合場所
へ。解散後百草園駅まで案内あり　
コース　小沢緑地～七生緑小～百草台
自然公園～里山緑地～百草観音～小
島善太郎記念館（観賞・解説３０分）
～百草八幡宮～百草六地蔵～モグサ
ファーム（６㌔）　費用　３００円（入館料）
※交通費各自負担　持ち物　飲み物、帽
子、タオル、雨具、防寒着、健康保
険証な

ど

第３グループ活動～笑って元気に！
健康づくりの一里塚　日時　１２/２１㈪
１３：３０～１５：３０　会場　新町交流センタ
ー※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
 

 

からだにラクラク！アクアエクササ
イズ（水中ウオーキング＆水中運動）
日時 １２/４～２５の毎週金曜日Ａコー
ス１０：００～１１：００Ｂコース１３：００～１４：
００
定員 ２０人
費用 ５枚５,４００円のチケット購入制
※入場料別途。初めての方に限り１
回無料体験可
会場・問 同温水プール（緯５８３－５２６６
※９：３０～２０：３０）
 

　障害者と健常者が共にスポーツを
楽しみ、相互理解を深めます
日時 １２/８㈫・２２㈫１４：００～１６：００
会場 市民の森ふれあいホール※直接
会場へ
定員 ２０人
対象 小学生以上の市内在住・在勤・
在学者で自力で行き帰りできる方
講師 東京ヴェルディ１９６９フットボ
ールクラブ
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 １２/９㈬・１６㈬１３：３０～１６：００
会場 福祉支援センター
内容 目標玉へ赤、青のボールを投げ
合い、どちらが近いかを競う競技
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課　代表緯

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室

障害者スポーツ体験教室

ボッチャ体験教室

 

柔道競技 
日時 １/１７㈰１１：００から　会場　市民の
森ふれあいホール　対象　柔道経験者
で市内在住・在学の小・中学生　費用
　５００円　申　１２/１１㈮１７：００までに要項
添付の申込書（市民陸上競技場内日
野市体育協会事務局で配布）を同協
会へ　問　日野市柔道連盟（生沼緯５８５
－１４２２）
スキー教室 
日時 １/２９㈮２０：００～３１㈰２２：００※２泊
３日　会場　菅平高原スキー場（長野県）
※ホテル田沢湖宿泊　対象　市内在住・
在勤・在学者　定員　４０人　費用　２４,８００円
※ジュニア料金あり。リフト券は別

市民体育大会

催
し

 

 

　長年、子供たちに寄り添い、少年
事件、学校事件、子供の権利に関す
る事件に取り組まれてきた弁護士の
三坂彰彦氏による講演会です。
日時 １２/１０㈭１４：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 学校課　代表緯
 

日時 １２/１３㈰１５：００～１６：１５
会場 地域子ども家庭支援センター万
願寺
対象 生後３～５カ月児と保護者※初
めての方優先
定員 申込制で先着１２組
申 １２/３㈭９：３０から電話
問 同センター万願寺（緯５８６－１３１２）
 

日時 ①１/１５㈮②２６㈫１０：００～１１：３０
※両日とも同じメニュー。２６年度と
同内容
会場 生活・保健センター
内容 手早く作れる子供の食事の調理
と試食、食生活の話
対象 乳幼児の保護者、妊娠中で安定
期の方
定員 申込制で先着２４人
費用 ２００円（材料費）
持ち物 エプロン、三角巾、清潔なふ
きん２枚
その他 １歳６カ月以上の未就園児先
着順２０人の保育あり
申 ①は１２/３㈭～１/１３㈬②は１２/３
㈭～１/２２㈮までに電子申請または
電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

第４グループ活動～今日も明日も元
気かい・ウオーキング　百草・倉沢の
ビューポイントを巡ります。　日程　

子供・保護者向け
講演会「子どもたちの事件・事故か
ら学ぶ～子どもの人権の視点から
私たち大人一人一人ができること」

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ

新米ママ・プレママのための簡
単クッキング講座（保育付き）

健　康
健康づくり推進員
問　健康課（緯５８１－４１１１）

 

 

日時 ①１２/２㈬～１４㈪②１２/１５㈫～２８
㈪
会場 ①多摩平の森ふれあい館②平山
 季  重 ふれあい館※直接会場へ
すえ しげ

問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

　収益金は歳末たすけあい募金とし
て市内で地域福祉やボランティア活
動などを行っている団体に配分され
ます。公共交通機関で来場を。
日時 １２/６㈰１０：００～１４：００
会場 中央福祉センター
内容 提供物品販売（日用品・雑貨・
衣類など）、模擬店など
問 日野市社会福祉協議会（緯５８２－
２３１９）
 

日時 １２/１０㈭・２４㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階ロビー
問 産業振興課　代表緯
 

資源回収（びん・缶・新聞紙・雑誌・
古布・段ボール・牛乳パック・ペッ
トボトル）　日時　１０㈭・２４㈭１３：００～
１５：００　問　市民自治学園ＯＢ会（緯５９２
－１２５８）
手作り石けん販売　日時　１０㈭１３：００～
１４：００　問　第一生活学校（緯５８１－０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

日時 ①１２/１７㈭１８：００～２０：００②１２/２０
㈰１４：００～１６：３０
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 ①売上UPにつながる提案書作
成、情報収集のコツ②YouTube動
画プロモーション事業の創業
講師 ①丸山直明氏（SQコンサルティ
ング㈱シニアマネージャー）②山口
義昭氏（㈱テクナビ代表取締役）

生活・環境
市内中学生作成の薬物乱用防
止ポスターを展示

歳末たすけあいバザー

七ツ塚ファーマーズセンター
の物販コーナー「みのり 處 」

どころ

出張販売

リサイクル情報（１２月）

ビジネス関連セミナー

対象 創業予定または創業後間もない
方、事業所・企業の経営者
定員 申込制で①先着３０人②先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、FAX、
　メール　で。住所、氏名、電話番号を記
入
問 産業振興課　代表緯
 

日時 １２/２０㈰９：００～１２：００
会場 日野消防署
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法、窒
息の手当て、止血の方法など
講師 救急協会または消防署職員
定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 １２/３㈭から電話
問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 １２/１０㈭１３：００～１６：００
内容 （全年齢対象）参加企業２５社。書
類選考なしで複数企業と合同就職面
接会
持ち物 履歴書※面接希望の企業数分
その他 詳細は、しごとセンター多摩
 参照
問 同センター（緯０４２－３２９－４５２４）
 

募集科目 ①介護福祉士受験対策（実
技）②ＣＡＤ製図（建築）中級③第
三種電気主任技術者科目合格対策
（理論）１・２
対象 都内在住・在勤で在職中の方
定員 ①②２５人③４０人
受講料 ①②６,５００円③３,２００円
会場・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）
 

日時 １/２４㈰１０：００～１２：００
会場 生活・保健センター
内容 ティッシュボックスカバー制作
持ち物 ハサミ、マチ針
申 １２/２㈬から電話
問 同回転市場（緯５８７－１７８１※１１：００
～１６：００。月曜・火曜日、祝日を除
く）

普通救命講習

東京しごとセンター多摩の就
業支援（１２月）

　
HP

キャリアアップ講習参加者募集

ひの市民リサイクルショップ
回転市場「 古  裂 で作るリメイ

こ ぎれ

ク小物」講習会

催催催 ししし

日時 １/１１㈷１１：００～１２：３０（予定）
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
対象 平成７年４/２～平成８年４/
１生まれの新成人
その他 １２月上旬に対象者へ案内状
を送付。対象者以外は入場不可。
式典に手話通訳、会場に車椅子ス
ペースあり。公共交通機関で来場
を
問 生涯学習課　代表緯

日 野 市 成 人 式
平成２８年

捲
捲ひの煉瓦ホール（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１００回記
念（１２/１２㈯）〜ショパンの名曲を心ゆくまで
　１９１０年代にポーランドのザイラー社で製作されたピアノによる演奏が
好評のひの煉瓦ホール（市民会館）お昼のミニコンサート。開催１００回目を
記念し、ピアノが製作されたポ
ーランドの作曲家・ショパンの
名曲コンサートを開催します。
日時 ①１２/１２㈯１２：３０～１３：１５
②１２/２６㈯１２：３０～１３：００
出演 ①小倉瑶子氏、矢﨑香穂里
氏、山田磨依氏、上出晶子氏②
森永亜由美氏
問 同ホール（緯５８５－２０１１）


