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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
日時・出演 12/9㈯…吉開政泰氏（声
楽）、市原尚子氏（ピアノ）、23㈷…
Lyrisch Museum・長谷川彩乃氏・
福島麻衣子氏（声楽）、渡邊芳枝氏（フ
ルート）、佐野結香氏（バイオリン）、
水本芳枝氏（ファゴット）、浅羽美奈
子氏（ピアノ）。いずれも12:30～
13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

外国人のための日本の家庭料理
日時 12/10㈰ 9:45～15:00
会場 平山季

すえし げ

重ふれあい館
定員 申込制で先着30人
費用 500円
申込 電話
問 日野市国際交流協会（☎586-9511）

日野産野菜を使った飾り巻すし教室
日時 12/13㈬ 10:30～13:00、14㈭ 
10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー クリスマスとお正月のおすし
定員 申込制で先着10人
費用 3,000円
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

七生公会堂無料イベント
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

ホワイエライブ
日時 12/13㈬ 15:00～16:00 出演 中澤
薫子氏（ピアノ）、吉田充氏（フルー
ト）定員 先着50人
かわせみ寄席～古今亭志ん朝名演
映像上映
日時 12/27㈬ 15:00～16:00 定員 先着
50人

稲わら・竹細工講習会～お正
月用ミニ門松作り
日時 12/14㈭ 9:30～11:30
会場 緑化交流センター
定員 申込制で先着30人
費用 300円
申込 12/4㈪ 8:30から電話

問（公財）日野市環境緑化協会（☎
585-4740）

女性限定「傷ついた心の回復をめ
ざす講座～パートナーシップ」
日時 12/16㈯ 13:30～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
講師 Shiori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～未就学児の保育、手話
通訳あり※12/6㈬までに申し込み
問 男女平等課（☎584-2733）

クリスマス・スペシャル無料ライブ

日時 12/16㈯ 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
定員 先着170人
問 同ホール（☎585-2011）

普通救命講習
日時 12/17㈰ 9:00～12:00
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法、窒
息の手当など
講師 日野消防署職員
定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 12/4㈪から電話
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

認知症サポーター・ステップ
アップ講座～認知症の人とと
もに暮らすまちづくり
日時 12/18㈪ 10:00～12:00
会場 マザアス日野（万願寺）
講師 中村考一氏（認知症介護研究・
研修東京センター）
対象 認知症サポーター養成講座修了
者
問 地域包括支援センター多摩川苑
（☎582-1707）

日野産野菜を使った手作りパン教室
日時 12/19㈫・20㈬ 10:30～13:30

会場 七ツ塚ファーマーズセンター
定員 申込制で各日先着10人
費用 2,300円
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

地域活動支援センターやまば
と「社会交流事業～クリスマ
スリース作り」
日時 12/20㈬ 13:30～15:30
対象 身体（車いす可）・知的・精神障
害者、ボランティア
費用 100円（材料費）
申込 12/4㈪～13㈬に電話
問 同施設（☎582-3400）

日野宿楽市楽座文化講座～餅
花作りの会
　木の枝に丸い餅を刺して作り、豊
作を祈願する意味がある小正月の飾
り物「餅花」とお正月にちなみ「ポチ
袋」を作る講座です。
日時 12/23㈷ 13:30～15:30
会場 日野宿交流館
講師 枝川寿子氏（室礼研究会ゆずり
葉講師）
定員 申込制で先着20人
費用 800円（材料費）
申込 12/5㈫から電話
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

全年齢対象～地域就職面接会
日時 1/18㈭ 13:00～16:00
会場 府中グリーンプラザ
その他 1/12㈮ 14:00からiプラザ（稲
城市）で直前対策セミナー、18㈭
10:00から府中グリーンプラザで事
前対策セミナーあり
問 東京しごとセンター多摩（☎042-
329-4524）

創業塾～起業に向けた基礎知
識から実務ノウハウを学ぶ
日程 1/14㈰・21㈰・28㈰、2/3㈯・
10㈯
会場 三鷹産業プラザ
内容 先輩起業家の経験談、日本政策
金融公庫・東京信用保証協会の現役
実務担当者から見た融資のポイント
など
対象 起業に興味のある方・起業後間
もない方
定員 申込制で先着40人

費用 5,000円（資料代など）
申込 日野市商工会（☎581-3666）へ電
話
問 産業振興課（☎514-8437）

外国人おもてなし語学ボラン
ティア育成講座参加者募集
日時 1/20㈯ 13:30～17:00
会場 イオンモール多摩平の森イオン
ホール
対象 英語で日常会話ができる（英検
2級程度以上）高校生以上の市内在
住・在勤・在学者
定員 50人程度※申込多数の場合は
抽選
その他 本講座修了者は東京都の「外
国人おもてなし語学ボランティア」
に登録
申込 12/15㈮（必着）までに〒191-
8686日野市シティセールス推進課
（FAX 581-2516 citysales@city.hi
no.lg.jp）へはがき、FAXまたは 
メール で。郵便番号、住所、氏名（ロ
ーマ字、ふりがな）、年齢、性別、
職業、電話番号、メールアドレスを
記入
問 シティセールス推進課（☎514-
8098）

社会貢献型後見人を目指すた
めの養成講習
　日野市・調布市・狛江市・多摩市・
稲城市で共同運営する多摩南部成年
後見センターで成年後見業務を担う
「社会貢献型後見人」の候補者養成講
習です。
日時・内容 4～5月の毎週水曜・金曜

日…基礎講習、6～7月の週2日…実
務研修、8月～平成31年3月の月2回
…現場実習
対象 全日程に参加できる日野市・調
布市・狛江市・多摩市・稲城市在住
者※詳細は募集要領（市役所2階福祉
政策課にあり）参照
定員 10人程度※書類および2/23㈮
に実施予定の面接による選考
申込 12/15㈮～1/26㈮（必着）に〒
182-0026調布市小島町3-69-2多摩南
部成年後見センターへ所定の経歴書
（募集要領に添付）、作文「成年後見
に関する私の考え」（400～800字）を
郵送
問 福祉政策課（☎514-8467）

生活・環境
郷土資料館企画展「七生丘陵
～歩いて探した自然と歴史」
日時 12/2㈯～4/15㈰ 9:00～17:00※月
曜日、年末年始休館。月曜日が祝日
の場合は開館し、翌日休館
内容 七生地域の散策コースの自然、
ハイキングコースの歴史
会場・問 郷土資料館（☎592-0981）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売
日時 12/14㈭・28㈭ 12:00～13:00
会場 市役所1階正面玄関付近

問 都市農業振興課（☎514-8447）

手作り石けん販売
日時 12/14㈭ 13:00～14:00※完売次第
終了。降雪、残雪の場合は中止
会場 生活・保健センター前庭
問 日野第一生活学校（☎581-0265）

特別支援学級合同学習発表会
日時 12/15㈮ 9:20～12:30
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 合唱、合奏、劇、和太鼓、展示
など
問 合同学習発表会実行委員会（三小
☎581-0101）

緑の写真展
日時 12/15㈮～25㈪ 8:30～17:15※日
曜日、祝日を除く。25は15:00まで
会場 市役所1階市民ホール
問（公財）日野市環境緑化協会（☎
585-4740）

三中地区青少年育成会～ふれ
あいコンサート
日時 12/16㈯ 12:30～15:00
会場 三中体育館※直接会場へ。公共
交通機関での来場を
出演 三中、七生緑小、夢が丘小、潤
徳小、八小、都立府中西高校体操部
持ち物 上履き、靴袋
問 田邊（☎090-4138-7502）

二中地区アクションプラン
二中地区ブランニング!!!
写真を撮りながらこのまちを知る愉快な市民と
ともに歩くブラブラまち歩き

第3弾・2017年ありがとう！  
2018年よろしく！願掛けツアー

日程 12/16㈯※荒天中止
集合 10:00カワセミハウス、14:00同所解散
コース  若宮神社～豊田地蔵尊など
定員 20人※申込多数の場合は抽選
費用 100円（写真現像代）、昼食代実費
申込 12/4㈪～11㈪（必着）に〒191-0011日野
本町1-6-2日野市地域協働課（FAX 581-4221  
ckyodo@city.hino.lg.jp）へはがき、FAX、
電話または メール  で。住所、氏名、年齢、連
絡先、参加人数を記入
問 同実行委員会(地域協働課☎581-4112)

日野市自殺対策
啓発事業講演会
～こころの力を引き出す10のヒント

日時  1/6㈯ 14:00～16:00
会場  七生公会堂
講師  大野裕氏（認知行動療法研
修開発センター理事長）
定員  申込制で先着200人
申込  12/25㈪までに電話または市
役所2階セーフティネットコールセ
ンターへ
問 セーフティネットコールセンター
（☎514-8542）

17 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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