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５枚５,４００円のチケット購入制　問　同
温水プール（緯５８３－５２６６）
温水プール臨時休業のお知らせ 
１/２０㈫・２１㈬は定期清掃のためプー
ルのみ休業します。
問 同温水プール（緯５８３－５２６６）
 

 

日時 １/３１㈯１０：００～１１：３０
会場 生活・保健センター
内容 妊娠中の心とからだ、赤ちゃん
に語りかける素敵な時間、読み聞か
せな

ど

対象 妊婦、赤ちゃんを迎える家族
定員 申込制で先着４０人
その他 １歳以上５人の保育あり※１
/２３㈮までに申し込み
申 １/１７㈯１０：００から日野図書館へ
電話または来館
問 同館（緯５８４－０４６７）
 

高幡図書館（緯５９１－７３２２） 
日程 ２/４㈬・１８㈬
多摩平図書館（緯５８３－２５６１） 
日程 ２/５㈭・１２㈭・１９㈭
中央図書館（緯５８６－０５８４） 
日程 ２/１８㈬・２６㈭
百草図書館（緯５９４－４６４６） 
日程 ２/２５㈬
　いずれも　対象　０～２歳児、３歳～
未就学児、小学生以上　その他　詳細は
各館に問い合わせ、または図書館 
参照
 

日時 ２/７㈯９：３０～１３：００
会場 一中※直接会場へ
内容 一中生とゲームな

ど

対象 一中入学予定の小学６年生
持ち物 上履き、カレーライスを食べ
る皿、スプーン、コップ
問 伊野（緯５８７－１４１９）
 

日時 ２/７㈯１５：００～１６：１５
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

子供・保護者向け
みんなで赤ちゃんを迎える～
図書館員、助産師から聞く本
のある暮らし

図書館おはなし会

　
HP

一中地区青少年育成会～小中交流会

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ

申 １/２２㈭９：３０から電話
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平（緯５８９－１２６０）
 

 

 

日時 ２/２１㈯１３：３０から
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 指揮・お話…青島広志、ソプラ
ノ…横山美奈、テノール…小野勉、
管弦楽…東京室内交響楽団
費用 ３,０００円（当日３,５００円）、高校生
以下１,５００円（当日２,０００円）※宝くじ
の助成による特別料金
チケット ひの煉瓦ホール（市民会館）、
七生公会堂、チケットぴあ（緯０５７０－
０２－９９９９※Pコード２４３－６９９）
その他 保育あり※１/３０㈮までに電話
問 日野市市民会館文化事業協会（文
化スポーツ課内） 代表緯
 

　七生丘陵の各散策コ－スと、そこ
で見られる木の実とタネについて、
また、鳥や昆虫、人間との関わりに
ついても紹介します。
日程 １/１５㈭～２/４㈬※１５㈭は１３：００
から
会場 京王線高幡不動駅南北自由通路
問 郷土資料館（☎５９２－０９８１）
 

日時 １/１７㈯１０：００～１７：００、１８㈰１０：
００～１５：００
会場 立川市女性総合センターアイム
問 生涯学習課　代表緯
 

日時 ２/５㈭１３：３０～１５：３０
会場 緑化交流センター
講師 濱田豊氏（NHK「趣味の園芸」講
師）

趣味・教養
宝くじ文化公演～青島広志の
音楽の時間ですよ

郷土資料館パネル展～木の実とタネ

「多摩郷土誌フェア」～多摩地
域２７市町の歴史や文化財、自
然に関する書籍を展示販売

春の草花・家庭果樹管理講習会

定員 申込制で先着４０人
申 １/１９㈪から電話
問 （公財）日野市環境緑化協会（緯
５８５－４７４０）
 

日時 ２/６㈮９：５５～１１：３０
対象 １８～６４歳の身体・知的障害のあ
る市内在住者※車いす可
その他 送迎あり※片道１００円。１/２６
㈪までに申し込み
申 電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ２/９㈪９：３０～１２：００
会場 日野市シルバー人材センター
定員 申込制で先着１５人
費用 ４００円
申 １/１９㈪から電話
問 同センター（緯５８１－８１７１）
 

①パソコン入門・Word入門 
日時 ２/２２～３/１５の毎週金曜日１０：
００～１２：００　費用　６,０００円
②Word基礎・応用 
日時 ２/７～２８の毎週土曜日１３：００～
１５：００　費用　６,０００円
③Excel入門・基礎 
日時 ２/７～２８の毎週土曜日１０：００～
１２：００　費用　６,０００円
④Excel応用 
日時 ２/６㈮・１３㈮１０：００～１２：００　費用
　３,０００円
⑤デジカメ入門 
日時 ２/８㈰・１５㈰１０：００～１２：００　費用
　３,０００円
⑥デジカメ応用 
日時 ２/２０㈮、２７㈮１０：００～１２：００　費用
　３,０００円
　いずれも　会場　日野市シルバー人
材センター　対象　①以外は文字入力
ができる方　その他　個人指導あり※
詳細は問い合わせを。３人から開講
　申　１/２２㈭（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）、パ
ソコン持ち込みの有無を記入　問　同
センター（緯５８１－８１７１）

地域活動支援センターやまばとから～
映画鑑賞会「メリダとおそろしの森」

余り布や端切れで自分好みの
布花コサージュ作り講習会

パソコン講習会（２月）

 

 

日時 １/１８㈰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
 

日程 １/２４㈯※雨天中止
集合 １０：００長沼駅改札前、１２：００都立
長沼公園解散
案内 日野みどりの推進委員の皆さま
費用 ３００円
申 １/２３㈮までに電話
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ２/１３㈮１０：００～１２：００
会場 福祉支援センター
内容 自分自身の再発見、再就職への
プラン作りなど
対象 パートタイムで就職希望の方
定員 申込制で先着３０人
申 １/１５㈭から電話
問 ナイスワーク高幡（緯５９３－５９９１）
 

日程 ５～７月
内容 後見業務の基礎講習、実務研修
対象 多摩南部成年後見センターの後
見業務を行う意思があり、全日程に
出席できる日野市、調布市、狛江市、
多摩市、稲城市在住者※書類および
面接による選考
申 １/２６㈪～２/１６㈪（必着）までに
〒１８２－００２６調布市小島町３－６９－
２－２階多摩南部成年後見センター
へ経歴書（市役所２階福祉政策課に
あり）および作文「成年後見に関する
あなたの考え」（４００～８００字）を郵送
その他 詳細は問い合わせを
問 同センター（緯０４２－４９８－５８０２）、
市福祉政策課　代表緯

生活・環境
自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会

自然観察会～冬の雑木林を訪
ねよう

パートタイム就職支援セミナー

成年後見制度～社会貢献型後
見人を目指すための養成講習

 

日時 １/２５㈰１１：００～１５：００
会場 多摩平第七公園
内容 豊田囃子、餅つき、抽選会、模
擬店、地震体験など
問 同会（阿川緯５８４－１３８８）
 

 

日時・会場 １/３１㈯１４：００～１５：３０…南
平駅西交流センター、２/２８㈯１０：００
～１１：３０…落川交流センター、３/１４
㈯１４：００～１５：３０…新町交流センター
※いずれも直接会場へ
定員 各日先着３０人
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）
 

日時 ２/６㈮１４：００～１６：００
会場 七生公会堂※直接会場へ
講師 松本俊彦氏（医学博士）
定員 先着３００人
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ２/１４㈯１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 基調講演「災害と男女平等」、意
見交換会
講師 宗片恵美子氏（NPO法人イコー
ルネット仙台代表理事）、酒井照子
氏（ファシリテーター）
定員 申込制で先着６０人
その他 １歳６カ月～未就学児４人の
保育あり※１/２９㈭までに申し込み
申 男女平等課（死danjyo@city.hino. 
lg.jp）へ電話またはＥメールで。住
所、氏名、電話番号を記入
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）

商店会どっと混む！～豊田北
口商店連合会新春の集い

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポストの使い方講習会

自殺対策啓発事業講演会「危険
ドラッグはなぜ灸危険球なのか～
その恐ろしさと回復のヒント」

男女平等推進センターフォーラ
ム「災害と男女平等～防災にな
ぜ女性の視点が必要なのか？」

 

日時 ２/２３㈪１４：００～１７：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ①やる気の中身とは？②４つの
タイプで相手を知る③マイナスから
プラスに視点を変える
講師 川村透氏（組織活性化コンサル
タント）
対象 創業予定の方または創業後間も
ない方、事業所・企業の経営者
定員 申込制で先着２０人
申 １/１９㈪から産業振興課（思５８３－
４４８３死sangyo@city.hino.lg.jp）へ
電話、ＦＡＸまたはＥ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 ２/２１㈯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※２/１２㈭までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

 

日時 ２/１５㈰９：００～１６：００
会場・内容 午前…多摩川グラウンド
（実技。雨天の場合は生活・保健セ
ンター）、午後…講義（生活・保健セ
ンター）
講師 東京都軟式野球連盟技術指導員
対象 市内在住・在勤・在学者
申 ２/６㈮までに電話
問 文化スポーツ課　代表緯
 

無料水中ウオーキングアドバイス 
日時 ２/３㈫１１：３０～１２：００
無料スイミングアドバイス 
日時 ２/３㈫１２：００～１２：３０
　いずれも　費用　入場料別途　会場・問　
同温水プール（緯５８３－５２６６）
骨盤なめらか体操教室 
日時 ２/７～２８の毎週土曜日１１：００～
１２：００　会場　東部会館　定員　１０人　費用　

社員をやる気にさせるしくみ
づくりセミナー

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

スポーツ
軟式野球審判講習会

東部会館温水プールいきいき教室

催
し


