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８/２２㈯（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　同セン
ター（緯５８１－８１７１）
 

日時 ９/１㈫１７：３０～２０：００
会場 イオンモール多摩平の森内イオ
ンホール
講師 石井雅章氏（神田外語大学メデ
ィア教育センター准教授）
定員 申込制で先着３０人
費用 懇親会参加者は５００円
申 日野団塊世代広場（緯思８４３－
８７２３死info@dsedai.com）へ電話、
FAXまたは　メール　で。住所、氏名、連
絡先を記入※電話の場合は火曜・土
曜日の１０：００～１４：００に申し込み
問 企画調整課　代表緯
 

日時 ９/５㈯１３：３０～１５：３０
内容 第１部…市立病院小児科・常松
健一郎講演「子供の熱性けいれんに
ついて」、第２部…消防車・はしご車
乗車体験、起震車体験など
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 ９/１１㈮１０：００～１２：００
会場 福祉支援センター
内容 求人票のチェックポイント、応
募書類の作成ポイント、パートタイ
ム労働法、再就職へのプラン作りな

ど

講師 ナイスワーク高幡職員
定員 申込制で先着３０人
申 ８/１７㈪から電話
問 ナイスワーク高幡（緯５９３－５９９１）
 

日時 ９/１２㈯１５：００から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
主演 十朱幸代
音楽 宮川彬良
入場料 前売券３,０００円（中学生以下
１,５００円）、当日券３,５００円（中学生以
下１,８００円）※全席自由席
チケット ひの煉瓦ホール、七生公会
堂、市役所３階文化スポーツ課、七
生支所、勤労者福祉サービスセンタ

休耕地活用プロジェクト事例
研究講演会

防災・救急フェア

パートタイム就職支援セミナーin高幡

舞台「燃えよ剣～土方歳三に
愛された女、お雪」

催
し

催
し

３０から※雨天の場合は１０/１１㈰　会場　
多摩平第一公園テニスコートなど　
対象　市内在住・在勤・在学者　申　９/２３
㈷（必着）までに要項添付の申込書
（市役所３階文化スポーツ課、南平体
育館にあり）を〒１９１－００２２新井２９８
－４日野市ソフトテニス連盟（若尾
死tymam@mail.hinocatv.ne.jp）
へ郵送または　メール　で　問　同連盟（若
尾緯０８０－５６７９－６４８５）
 

内容 スポーツ系教室（ヨガ、ピラテ
ィスなど）、カルチャー系教室（アロ
マテラピー、筆ペン字など）全６６教
室
その他 申込期間中はワンコイン体験
キャンペーンを同時開催
申 ８/２３㈰～９/１１㈮に電話
問 市民の森ふれあいホール（緯５８４
－２５５５）
 

 

日時 ８/２５㈫９：３０～１１：３０
対象 身体（車いす可）・知的障害のあ
る市内在住者、障害者と一緒に参加
してくださる方
費用 ５０円（材料費）
申 ８/２４㈪までに電話
 

①パソコン入門・Word入門　日時　９
/５～２６の毎週土曜日１３：００～１５：００　
費用　６,０００円②Word基礎・応用　日時　
９/１９～１０/１０の毎週土曜日１０：００～
１２：００　費用　６,０００円③Excel入門・基
礎　日時　９/４～２５の毎週金曜日１０：
００～１２：００　費用　６,０００円④デジカメ
応用　日時　９/６㈰・１３㈰１０：００～１２：
００　費用　３,０００円⑤インターネット　日
時　９/２０㈰・２７㈰１０：００～１２：００　費用　
３,０００円⑥⑦無料パソコン体験講座　
日時　⑥９/７㈪１０：００～１２：００または
⑦１４㈪１３：００～１５：００
　いずれも　対象　①⑥⑦以外は文字
入力ができる方その他　個人指導あり
（１時間１,５００円。訪問２,５００円）　申　

市民の森ふれあいホール第３
期スポーツ＆カルチャー教室
（１０～１２月）の参加者募集

趣味・教養
地域活動支援センターやまばと
～障害者のための社会交流事業
「編み物（バラのモチーフ）」
会場・問　同センター（緯５８２－３４００）

パソコン講習会

 

 

高幡図書館（緯５９１－７３２２）　日程　９/
２㈬・１６㈬　中央図書館（緯５８６－
０５８４）　日程　９/９㈬・２４㈭　多摩平図
書館（緯５８３－２５６１）　日程　９/１０㈭（ひ
よこタイム）・３０㈬　平山図書館（緯
５９１－７７７２）　日程　９/１７㈭（ひよこタ
イム）百草図書館（緯５９４－４６４６）　
日程　９/２５㈮
　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
 

日時 ９/６㈰１０：００～１２：００
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 秋田文子氏（人材総合商社㈱エ
イジェック）
申 セーフティネットコールセンタ
ー（死s－net@city.hino.lg.jp）へ　
メール　または電話で。住所、氏名を記
入※当日参加可
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ９/６㈰１０：００～１１：３０
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
講師 木村尚文氏（全国webカウンセ
リング協議会）
定員 先着２００人
申 電話または直接会場へ
その他 １歳～未就学児先着６人の保
育あり※８/１８㈫～２８㈮に電話
問 生涯学習課　代表緯
 

日時 ９/１７～１０/２２の毎週木曜日９：
３０～１１：３０※９/１７のみ１２：００まで
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 ０～８歳児の保護者
定員 申込制で先着１６人
費用 １,２００円（茶菓子代）

子供・保護者向け
図書館おはなし会（９月）

　
HP

ひとり親支援セミナー～子供の
進学応援セミナー“教育資金”

家庭教育学級講演会「ネット
トラブルからわが子を守る！
～知っておきたい安全対策」

ACTすこやか子育て講座～参
加型＆体験型ワークショップ

その他 １歳６カ月～未就学児先着１６
人の保育あり
申 ９/１㈫９：３０から電話
問 子ども家庭支援センター（緯５９９
－６６７２）
 

 

日時 ８/２１㈮第１部１４：００～１６：３０、
第２部１７：４５～２０：００※第２部は雨天
中止
会場 富士電機東京工場（富士町）
内容 模擬店、キッズコーナー（ゲー
ム、科学教室）、ステージイベント、
抽選会、体験コーナー、工作教室
問 産業振興課　代表緯
 

 

身近な応急手当と心肺蘇生体験講座
日時①９/５㈯②６㈰１０：００～１２：００　
会場東部会館　定員　申込制で先着各
２０人　費用　５００円（フェイスシールド
代）　申　９/１㈫までに電話　無料水中
ウオーキングアドバイス　日時　９/１
㈫１１：３０～１２：００　費用　入場料　申　直接
会場へ　無料スイミングアドバイス　
日時　９/１㈫１２：００～１２：３０　費用　入場
料　申　直接会場へ
 

バレーボール競技　日時　①９/２０㈰②
２７㈰いずれも９：００から　会場　市民の
森ふれあいホール　対象　①市内在住・
在学の中学生で編成されたチーム②
市内在住・在勤者　種目　①中学生男女
②一般男女（６人制）　費用①無料　②
１チーム３,０００円（９/２４㈭１８：３０から
南平体育館で開催の代表者会議で徴
収）　申　①９/９㈬（必着）②９/１６㈬
（必着）までに申込書（市役所３階
文化スポーツ課、南平体育館、市民
の森ふれあいホールにあり）を〒１９１
－００１１日野本町７－１２－１市民陸上
競技場内日野市体育協会事務局（思
５８２－５７７０）へ郵送、ＦＡＸまたは持
参　問　日野市バレーボール連盟（天野
緯０９０－６４７９－０２３７）
ソフトテニス競技　日時　１０/４㈰８：

記念行事・フェスタ・複合イベント
富士電機コミュニティフェス
ティバル

スポーツ
東部会館温水プールいきいき
教室参加者募集
問　同温水プール（緯５８３－５２６６）

市民体育大会

催催催 ししし

ー、チケットぴあ（ http：//t.pia.jp
緯０５７０－０２－９９９９　ｐコード　４４４－６２３）
で販売
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ９/１２㈯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）
その他 １歳６カ月～未就学児の保育
あり※９/２㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

ソーシャルネットワークと人々の心
と暮らし　日時９/１２㈯１３：００～１５：００　
会場　実践女子大学日野キャンパス　
講師コーレン・アピセラ氏（ペンシル
ベニア大学心理学研究室教授）　定員　
申込制で先着８０人
音楽をとおした自閉症児とのコミュ
ニケーション　日時　９/１４㈪１８：１５～
２０：１５　会場　実践女子大学渋谷キャン
パス　講師　カーリン・シューマッハー
氏（ベルリン芸術大学音楽療法セン
ター教授）　定員　申込制で先着８５人
　いずれも　申　８/３１㈪までに実践女
子大学生活文化学科（思５８５－８９１９死
seibun@jissen.ac.jp）へFAXまた
は　メール　で。講演名、開催日、氏名、所
属、メールアドレスまたはFAX番号
を記入　問　男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

日時 ９/１からの毎月第１・第３火曜

　
HP

女性限定「ＤＶ・いじめなど
トラウマからの回復を目指し
て～喪失とグリーフ」

実践女子大学生活文化フォー
ラム国際公開講演「生活の中
での心の動きと支援」

漢字書道教室

日１３：３０～１６：００
会場 平山台健康・市民支援センター
費用 ５００円
申 電話
問 平山台文化スポーツクラブ（緯
５０６－９９７９）
 

 

日時 ９/６㈰１０：００～１１：３０
会場 生活・保健センター内サポート
ルーム 輝 　

かがやき

講師 サポートルーム輝スタッフ
対象 １８歳以上の市内在住者
定員 申込制で先着２０人
申 ８/１７㈪から電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

 

日時 ８/２３㈰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、気持ちや思いを分かち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ９/６㈰１４：００～１６：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 申込制で先着１７０人
申 ９/１㈫から高齢福祉課（思５８３－
４１９８）へ電話またはFAXで。住所、
氏名、連絡先、人数を記入
問 高齢福祉課在宅サービス係　代表緯

健　康
音楽に合わせてらくらくメタ
ボ解消！講習会

生活・環境
日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

認知症になってもいきいきと～映
画「毎日がアルツハイマー２」上
映と若年性認知症家族会のお話

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により全ての
地方公共団体で、首長と教育委員会が教育政策の方向性を協議・
調整する総合教育会議（第２回）を開催します。
日時　８/２５㈫１０：００～１２：００（予定）
※傍聴希望の方は、先着１０人まで９：００～９：５０に市役所４階企画
調整課で受け付け
問　企画調整課　代表☎

日野市総合教育会議（第２回）の開催


