
催 し
趣味・教養

多摩郷土誌フェア〜東京都市社
会教育課長会文化財部会主催

　多摩地域25市町の郷土、歴史、文
化財、自然などに関するさまざまな
図書を一堂に集め展示販売します。
日時 1/20㈯10:00〜17:00・21㈰10:00
〜15:00 会場 女性総合センターアイ
ム（立川市）問 生涯学習課（☎514-
8792）

語ろう・つなごう・みんなの学
び〜日野学人ネットワーク会議
日時 1/20㈯13:30〜16:00 会場 多摩平
の森ふれあい館※直接会場へ 内容

「よむよむ隊ぽんた」による絵本の朗
読、団体からの活動報告、グループ
ワーク、自己紹介、自らの学びにつ
いて話してみませんか、ライアー（竪
琴）ミニコンサート 定員 先着70人
問 生涯学習課（☎514-8765）

小・中学生向けプログラミン
グ活用教室

　シンプルな言語であるPythonを
用い、基礎的なプログラミングの考
え方を学びます。
日時 ①2/3㈯②17㈯いずれも10:00〜
15:00 会場 PlanT（多摩平の森産業
連携センター）内容 プログラミング
の考え方、基本的な命令式など※両
日同内容 講師 川原万人氏（明星大学
准教授）対象 小学6年〜中学生 定員
申込制で各先着6人 申込 日野市商工
会（☎581-3666 FAX 586-6063 mn.ko
bayashi@shokokai-tokyo.or.jp）
へ電話、FAXまたはメールで。住所、
氏名、学年、電話番号を記入問 産
業振興課（☎514-8442）

創業者向けセミナー
①生活者の消費動向を知る 日時 2/3
㈯10:00〜12:00 内容 事業紹介、トー
クセッション 講師 小原直花氏（伊藤
忠ファッションシステム（株）ナレッ
ジ室室長）定員 申込制で先着20人
その他 1歳〜未就学児の保育あり※
1/25㈭までに申し込み申込 産業振
興課（ FAX 583-4483 sangyo@city.
hino.lg.jp）へ電話、FAXまたはメー

ルで。住所、氏名、電話番号を記入
②支援の現場からみた勝つ創業（セ
ミナー・相談会）日時 2/9㈮18:00〜 
19:00※19:00から先着4人の相談会あ
り 講師 藤間輝雄氏（中小機構Busi 
Nestチーフマネジャー）など 定員 申
込制で先着50人 申込 BusiNest（☎
042-565-1195 FAX 042-565-1205
businest@smrj.go.jp）へ電話、FAX
またはメールで。住所、氏名、電話
番号、個別相談の有無を記入
　いずれも 会場 PlanT（多摩平の森
産業連携センター）対象 創業者、経
営者、会社員など 問 産業振興課（☎
514-8442）

日野市・ハローワーク八王子
共催事業
問八王子しごと情報館マザーズコ
ーナー（☎042-680-8403）

仕事と子育てを両立したい方のた
めのパソコン講習 日時 2/6㈫〜8㈭
10:15〜16:00 会場 多摩平の森ふれあ
い館 内容 ウインドウズの基本操作、
ワード・エクセルの基礎知識、メー
ル作成・送受信、職務経歴書・自己
PR書などの作成など 対象 全回参加
できる子育て中で早期に再就職を目
指している方※八王子しごと情報館
マザーズコーナーへ要登録 定員 申
込制で先着10人 その他 1/1現在1歳
〜未就学児10人の保育あり※1/26㈮
までに申し込み 申込 電話
八王子・日野しごとと子育て両立
支援就職面接会 日時 2/15㈭12:00〜
15：00 会場 八王子市生涯学習センタ
ークリエイトホール※直接会場へ。
入退場自由 参加企業 5社程度 対象 子
育てや介護など家庭と仕事の両立を
希望する方、結婚・家事・育児・介
護などにより働いていた期間にブラ
ン ク の あ る 方 持ち物 履 歴 書 数 枚
その他 1歳〜未就学児7人の保育あ
り※2/8㈭までに申し込み

パソコン講習会（2月）
日時・内容・費用  右上表の通り 対象
①以外は文字入力ができる方 その他
個別指導（1時間1,500円）あり 申込
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）を記入 会場・問 シル

バー人材センター（☎581-8171）
番号・講座名 日時 費用

①�初めてのパソコン
～電源の入切など

2/24㈯、 3/3㈯
13:00～15:00

3,000円
（テキスト含む）

②�Word-1� 文
字変換など

2/4㈰・11㈷
10:00～12:00

③�Word-2� 文
章作成など

2/18㈰・25㈰
10:00～12:00

④�Word-4� ふ
りがななど

2/9㈮・16㈮
10:00～12:00

⑤�Excel-1�基本
操作など

2/10㈯・17㈯
10:00～12:00

⑥�Excel-2� グラ
フ作成など

2/24㈯、 3/3㈯
10:00～12:00

⑦�Excel-3�複合
グラフなど

2/10㈯・17㈯
13:00～15:00

⑧�インターネット
を楽しく活用

2/23㈮、 3/2㈮
10:00～12:00

⑨�パワーポイント�プレ
ゼンテーションなど

2/18㈰・25㈰
13:00～15:00

笑顔をつくるクラシックコン
サート〜スギテツ音楽会　き
がるにブラボー

日時 2/18㈰13:30から 会場 七生公会
堂 内容 アイネ・クライネ・3分クッ
キング、犬のおまわりさんの運命な
ど 費用 1,000円※4歳〜小学生以下
500円。全席自由 チケット ひの煉瓦
ホール（市民会館）、七生公会堂、イ
ープラスで販売 問 文化スポーツ課

（☎514-8462）

サロンミュージックin赤レンガ
日時 3/10㈯14:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）出演 エレッツ、
Hori Zone、Aqua aura、A-BOY、
U&K 定員 申込制で先着120人 費用
1,500円（ワンドリンク・ワンプレー
ト付）申込 電話または電子申請 問
文化スポーツ課（☎514-8462）

東日本大震災復興支援チャリ
ティーライブ「聲明とジャズ
のゆうべ〜忘れない、和、明
日〜への祈り」

　日本の伝統的な声楽「聲
しょうみょう

明」、西洋
音楽の「ジャズ」、和と洋のコラボレ
ーションが紡ぎだす幻想的な夜のひ
とときをお楽しみください。

日時 3/23㈮18:30から 出演 高幡不動
尊金剛寺、東京多摩教区智山青年会
有志（いずれも聲明）、Super Red Band

（ジャズ）定員 先着1,000人 会場・問
ひの煉瓦ホール（市民会館）（☎585-
2011）

音楽劇「野ばら」の約束

日時 3/17㈯19:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）出演 村上敏明、
圡田悠平など 費用 3,000円※大学生
以下2,000円。全席自由 チケット ひの
煉瓦ホール、野ばらプロジェクト HP
で販売問 野ばらプロジェクト（☎843-
1795）、市 文 化 スポ ーツ課（ ☎514-
8462）

コール・ステッラ＆村上敏明
スペシャルコンサート

日時 6/2㈯15:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）内容 初恋、あの
素晴らしい愛をもう一度、オペラ「ト
ゥーランドットより」など 費用 2,500
円※高校生以下1,500円。全席指定

チケット 2/1㈭からひの煉瓦ホール、
七生公会堂、イープラスで販売 問
文化スポーツ課（☎514-8462）

スポーツ
スポーツ体験会「ポールウ
オーキング〜スポーツでいい
汗かきませんか」
日程 1/28㈰※荒天中止 集合 13:00多
摩平第1公園グラウンド、15:00解散
※直接集合場所へ 講師 市スポーツ
推進委員 持ち物 飲み物、タオル、
ポール（お持ちの方。貸し出しあり）
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問同プール（☎583-5266）

①無料水中ウオーキングアドバイス
②無料スイミングアドバイス 日時
2/2㈮ ①11:00〜11:30②11:30〜12:00
※直接会場へ 費用 入場料別途
定例大人の水泳教室 日時 2月の毎
週水曜・土曜日12:30〜13:30 対象 18

歳以上の方 定員 申込制で先着10人
費用 5回5,400円のチケット購入制
※入場料別途 申込 電話

市 民 農 園 使用者
募集

使用期間 4/1〜平成32年1/31（予定）所在地
右図の通り※トイレ、水道、駐車場なし 対象
市内在住者※他の市民農園を使用している
方を除く 定員 1世帯1区画（20平方㍍）※申
込多数の場合は1/31㈬10:00からひの煉瓦
ホール（市民会館）で抽選。抽選結果は2月
中に通知 使用料 年6,000円 その他 複数申
込や友人などからの名前借り申し込みは禁
止。違反者は、使用許可を取り消し 申込
1/25㈭（ 必 着 ）ま で に 〒191-0052東 豊 田
2-34-10日野市企業公社へ 往復はがき で（1世
帯1通）。往信用裏面に①農園名（1カ所のみ）
②住所③氏名④連絡先電話番号を、返信用
表面に住所、氏名を記入 問 日野市企業公
社（☎587-6321）

●東豊田市民農園　48区画
　（東豊田2-2-2）

●南平市民農園　20区画
　（南平4-35-2）

●落川市民農園　63区画
　（落川2107-4）

●新愛宕下西市民農園　62区画
　（西平山4-28-1）

●新坂下市民農園　85区画
　（新町3-26-1）

●梵天山西市民農園　50区画
　（神明2-1-11）
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南平体育館

　「まち活」は、活動や交流の場を探
している人と、一緒に活動する仲間
を求めている団体とを橋渡しする催
しです。一緒に私たちの住む日野を
住みよいまちにしていきましょう。
皆さまの参加をお待ちしています！

日時 2/11㈷13:00〜15:30※ 途 中 入 退
場可
会場 多摩平交流センター
参加団体 21団体（環境分野3、高齢・
障害福祉分野5、生活の豊かさ追求分
野4、子供・子育て支援分野3、まち
づくり分野6）、演武協力2団体
主催 NPO法人ひの市民活動団体連絡
会、日野市社会福祉協議会、日野市
ボランティア・センター
問 同連絡会（☎581-6144※平日9:00〜
17:00）、市地域協働課（☎581-4112）

あなたの「やる気」でまちが元気に!

多摩平の森
ふれあい館

まつり
日時 2/10㈯9:30〜16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 多摩
平交流センター利用サークルに
よる小さな発表会、日野菜キッ
チンによる食事（有料）、子供向
けリサイクル資料の頒布、児童
館利用者によるバンド演奏、ミ
ニ劇場、パネル展、お父さんの
ための子供のヘアカット講座、
スタンプラリーなど 問 NPO法
人市民サポートセンター日野

（☎583-1528）、市男女平等課（☎
584-2733）

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