
催 し
趣味・教養

障害者のための社会交流事業
～映画鑑賞会
会場・問  地域活動支援センターや
まばと（☎582-3400)

リトルマーメイドⅡ  日時 10/18㈬ 
13:30～14:50 申込 10/16㈪・17㈫に
電話
アーロと少年  日時 11/1㈬ 13:20～
15:00 申込 10/25㈬～31㈫に電話
　いずれも 対象 身体（車いす可）・
知的・精神障害のある市内在住者、
ボランティア

キャナルマーケット＆ねぶく
ろシネマ
　毎月日野駅前で開催しているキャ
ナルマーケットを仲田の森で開催。
飲食・物販の出店、子供が楽しめる
ワークショップに加え、夜にはねぶ
くろシネマで映画を上映します。家
族で1日楽しめる催しです。

日程 10/21㈯※雨天の場合は22㈰に
実践女子大学で開催 時間・内容 
11:00～20:00キャナルマーケット、
17:30～20:00ねぶくろシネマ※映画
「ゴーストバスターズ」上映 会場 仲

田の森蚕
さん
糸
し
公園※直接会場へ 問 企

画経営課（☎514-8047）

日野宿楽市楽座文化講座～
日野宿本陣「重

ちょう

陽
よう

の節供」
　菊の節句（供）とも呼ばれる旧暦9
月9日の「重陽の節供」に合わせ、日
野宿本陣で菊を使った室礼（飾り付
け）を行います。華やかな菊に彩ら
れた本陣の風情をお楽しみくださ
い。
日時  10/28㈯～11/5㈰9:30～17:00 
会場 日野宿本陣 費用 200円※小・中
学生50円 問 新選組のふるさと歴史
館（☎583-5100）

ひの煉瓦ホール（市民会館）写
真コンテスト作品募集
　平成30年3/23㈮に開催予定のコン
サート「声

しょうみょう
明とJAZZの夕べ」の中

で、写真コンテストを実施します。
優秀作などはコンサートで使用させ
ていただくほか、ホールでの展示を
行います。
募集期間 11/1㈬～平成30年1/31㈬
募集テーマ 忘れない・和・明日～祈
り 申込 詳細は㈱日野市企業公社HP
参照 問 同ホール（☎585-2011）

カラーセラピー講習～今日の
気分が色でわかる
日時 11/16㈭ 18:30～20:00 会場 勤労・
青年会館 定員 申込制で先着15人 費用 
600円 申込 勤労・青年会館（☎586-
6251）へ電話 問 日野市企業公社（☎
587-6321）

パソコン講習会（11月）
日時・内容・費用 下表の通り 対象 ①
以外は文字入力ができる方、⑨は「オ
ームの法則V=I×R」を理解の方 
定員 3人から開講 その他 個人指導あ
り 申込 10/22㈰（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、0S（分かる方）を記入 問 同
センター（☎581-8171）
番号・講座名 日 時 費 用
① 初めてのパソコン
（基本操作）

11/24㈮､12/1㈮
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト代含む）

② Word-2 ～ チ ラ
シ作成など

11/11㈯･18㈯
13:00～15:00

③ Word-3 ～ 地 図
の作成など

11/25㈯､12/2㈯
13:00～15:00

④ Word-4 ～ページ
番号、ふりがななど

11/11㈯･18㈯ 
10:00～12:00

⑤ Excel-1 ～基本操
作と計算など

11/26㈰､12/3㈰
 10:00～12:00

⑥ Excel-2 ～複数シ
ートの計算など

11/10㈮･17㈮
 10:00～12:00

⑦ 年賀はがき作成 11/25㈯､12/2㈯
10:00～12:00

⑧ はがき宛名印刷 11/12㈰･19㈰
10:00～12:00

⑨ マイコンを利用した電子
工作～ArduinoUNOの
実習とプログラム作成

11/12㈰
13:00～15:00

1,500円
（テキスト代含む）

日野市高齢者作品展～作品募集

作品展  日程 前期…11/17㈮～19㈰、

後期…11/21㈫～23㈷※それぞれ別
作品を展示 会場 ひの煉瓦ホール（市
民会館）
作品出展者募集  対象 おおむね60歳
以上の市内在住者 募集作品 絵画、書、
手工芸、写真など 出品数 1人2点まで
※作品の大きさや団体出展により制
限の場合あり 申込 10/16㈪～30㈪に
日野市老人クラブ連合会事務局へ電
話 問 同事務局（☎080-4573-8853）、
市高齢福祉課（☎514-8495）

福田こうへいコンサートツア
ー 2018 ～真心伝心～

日時 平成30年1/20㈯ 11:30から、16:00
から 会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館） 費用 S席6,500円 A席5,000円※全
席指定 チケット販売 ひの煉瓦ホール
（市民会館）、七生公会堂、ローソン
チケット、チケットぴあ、チケット
ノア、コンサート事務局 問 同事務局
（☎03-6426-5313※平日10:00～17:00）

健康
介護予防教室～たのしく食
べて伸ばそう！健康寿命
日時 10/25㈬ 10:00～11:30 会場 高幡
台住宅管理組合集会所（高幡台団地7
号棟横） 内容 摂食・嚥下セミナー、
健口体操など 講師 市健康課歯科衛
生士 対象 おおむね60歳以上の方と
家族 定員 申込制で先着30人 申込
10/20㈮までに電話 問 地域包括支援
センターあさかわ（☎593-1919※平
日9:00～18:00）

健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

第1グループ～みんなで楽しく健康づくり
日程 11/7㈫※雨天中止 集合 9:30西武
池袋線清瀬駅南口、13:30JR武蔵野
線新座駅解散※直接集合場所へ 
コース 野火止用水碑～野火止用水と
平林寺堀との分岐点～本多緑道～野
火止緑道～野火止公園（約8.7㌔）※
希望者のみ平林寺へ案内 費用 100円 

持ち物 弁当、飲み物、雨具、帽子、
健康保険証、会員証（お持ちの方）
ウオーキンググループ活動～昔日の
里山と宅地開発化を比べながら歩く
日程 11/8㈬※雨天中止 集合 9:30平山
城址公園駅前出口公園、12:30常盤公
園解散※直接集合場所へ。解散後多
摩モノレール大塚・帝京大学前まで
案内ありコース 宗印寺～平山季

すえ
重
しげ
神

社～平山城址公園終わりと始まりの
広場～竹薮と田んぼの谷戸～寺沢里
山公園～保井禅寺～堀之内番場公園
（7㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、雨
具、帽子、健康保険証

子供・保護者向け
地区青少年育成会から
二中地区～ひと声広場「三世代の集い」 
日時 10/29㈰ 10:00～14:30 会場 二中 
内容 ステージコーナー、クラフト・
昔遊びなどの遊ぼうコーナー、焼き
そばなどの模擬店 問 大山（☎582-
3465）
三中地区～さといも収穫祭  日時 11/3
㈷ 10:00～13:30※雨天の場合12:30か
ら食事会のみ実施、さといも収穫を
11/5㈰10:00からに順延 会場 ①石坂
ファームハウス ②三中 内容 ①みん

▶菊花展… 日時 10/29㈰～11/10㈮9:
00～16:00 会場市役所前市民プラザ 問
西野（☎582-4381）
▶中学校演劇発表会… 日時 11/4㈯
12:30～16:00 会場ひの煉瓦ホール（市
民会館）問 四中（浅尾☎583-3905）
▶吹奏楽祭… 日時 11/5㈰13:30～18:00
会場ひの煉瓦ホール（市民会館）問 三
沢中（神尾☎592-5017）
▶漢詩展… 日時 11/9㈭～12㈰10:00～
16:30※12は15:30まで 会場ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）問 斎藤（☎591-4530）

　市花である菊の展示や市内の中・高生を主体とした吹奏楽祭や漢詩展、三曲連
盟による筝曲・尺八演奏会、多摩ファミリーオーケストラによる演奏会、大正琴
演奏会。アウトドア派のあなたにはボーイスカウト・ガールスカウト連合協議会
が行う野外体験会などが行われます。ぜひ、足をお運びください。

問 文化スポーツ課（☎514-8462）
▶多摩ファミリーオーケストラ演奏会
… 日時 11/12㈰14:00～16:00 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館）問 弘重（☎090-
9823-9615）
▶箏曲・尺八演奏会… 日時 11/12㈰
11:30～16:30 会場ひの煉瓦ホール（市
民会館）問 吉田（☎583-3242）
▶ボーイ・ガールスカウト野外体験会
… 日時 11/19㈰10:00～15:00 会場 万願
寺中央公園 問 吉田（☎583-1253）
▶大正琴演奏会… 日時 11/23㈷11:30
～16:00 会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館）問 岡本（☎586-7132）

なで植えたさといもの収穫 ②食事
会 持ち物 帽子、タオル、飲み物※
汚れてもかまわない靴と服装で 問 
三中地区青少年育成会（田邊☎090-
4138-7502）

はじめてママの日「子育てひろば
体験～子育て仲間を見つけよう」
日時 11/7㈫ 14:00～15:00 内容 みんな
どうしてる？おしゃべりタイムなど 
対象 ひろば利用がはじめての方、
生後5カ月までの乳児と保護者、妊
娠中の方 定員 先着5組 申込 10/25㈬
10:00から電話 会場・問 地域子ども家
庭支援センター多摩平（☎589-1260）

図書館おはなし会
 高幡図書館（☎591-7322） 日程 11/1
㈬・15㈬  中央図書館（☎586-0584） 
日程 11/8㈬・16㈭  多摩平図書館（☎
583-2561） 日程 11/9㈭（ひよこタイ
ム）・22㈬  平山図書館（☎591-7772） 
日程 11/16㈭（ひよこタイム） 百草図
書館（☎594-4646） 日程 11/24㈮
　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 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は図書館 HP  参照

晩秋を彩る市の花の祭典～日
野市菊花展
内容・日時 古典菊展示…10/26㈭～11/
20㈪、日野市菊友会展示…10/30㈪～
11/9㈭、菊花コンテストの菊展示…
10/31㈫～ 11/9㈭※いずれも9:00 ～
16:00、最終日は15:00まで 会場 市役所
前市民プラザ 問 緑と清流課（☎514-
8307）
▶菊花コンテスト 一般市民の部出展
作品募集
搬入日時 10/30㈪ 9:00～15:00 搬入場所 
市役所前市民プラザ その他 表彰式は
11/9㈭15:00からひの煉瓦ホール（市民
会館）で開催 申込 10/25㈬までに同協
会へ電話※詳細は開催要領（同協会、

市役所1階市民相談窓口、七生支所、
豊田駅連絡所で配布）を参照 問 （公財）
日野市環境緑化協会（☎585-4740）

高幡不動尊菊まつり
問 日野市観光協会（☎586-8808）

日時  10/28㈯～11/17㈮ 9:00～16:00 
会場 高幡不動尊境内 内容 多摩地域11
市の菊愛好会の団体が大菊、懸崖、盆
栽、切花など1,200鉢の菊花を出品
▶菊の育て方講習会
日時 10/31㈫ 11:00～
12:00 会場 高幡不動尊
五重塔横 講師 多摩菊
花連盟会員 費用 1,000
円（菊作りセット付
き） 申込 電話

　保育園で働きたい方対象の採用説明
会・面接会です。市内の15法人の担当者
と直接話ができ、複数の保育園にエント
リー可能です。「ブランクがあるけれど
…。」という方も大歓迎です！
日時  11/12㈰ 13:00～15:30※受け付けは
15:00まで
会場  イオンモール多摩平の森イオンホ
ール
対象  保育士、保育補助、栄養士、看護師
など
持ち物 履歴書
問  保育課（☎514-8638）

日野市･ハローワーク
八王子共催
保育のしごと
就職フェア2017

まだまだ続く市民文化祭
11月もお楽しみください
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