
催 し
趣味・教養

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 申込 
10月22日㈪（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 その他 
個人指導あり。詳細は問い合わせを 
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）　
電源の入切など

11月17日㈯・
24日㈯
10:00～12:00 

各3,000円
（テキスト
代含む）

②Word-1　
文字変換など

11月11日㈰・
18日㈰
10:00～12:00 

③Word-2　
文章作成など

11月25日㈰、
12月2日㈰
10:00～12:00

④Word-3　
地図の作成など

11月24日㈯、
12月1日㈯
13:00～15:00

⑤Excel-1　基本
操作と計算など

11月23日㈷・
30日㈮
10:00～12:00 

⑥Scratchでプロ
グラミング入門　
操作説明など

11月9日㈮・
16日㈮
10:00～12:00 

⑦年賀はがき作
成

11月10日㈯
13:00～15:00 

各1,500円
（テキスト
代含む）

⑧はがき宛名印
刷

11月17日㈯
13:00～15:00 

⑨フォトムービー
を作る

11月10日㈯
10:00～12:00 

⑩スマートフォン
（スマホお持ちの
方）　アプリのダウ
ンロードと使い方

11月18日㈰
13:00～15:00 

1,000円
（テキスト
代含む）

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
 1003186ID

 子供英会話無料体験教室  日時 10月
21日㈰・28日㈪15:00～16:30 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 大
矢知みどり氏（市民講師） 対象 小学
5・6年生
 平山台山歩き 日程 10月23日㈫※雨
天中止 集合 7:07JR中央線高尾駅大
月行き乗車、14:30富士急行河口湖
駅解散 コース 河口湖駅～羽根子山
～三湖台～紅葉台～ドライブイン（7
㌔） 費用 600円※交通費・昼食代実
費 
 パステル絵画教室  日時 10月24日㈬
13:30～15:30 会場 平山台健康・市民
支援センター 講師 向日葵めぐみ氏
（パステル絵画指導員） 費用 600円

東部会館料理教室～みんなが
集まるときに和食でおもてな
し 1000974ID

日時 10月27日㈯9:30～13:00 会場 東
部会館 内容 きのこおこわ、みぞれ
鍋、牛肉ごぼうなど 講師 鈴木直美
氏（料理研究家） 定員 申込制で先着20
人 費用 1,000円 申込 10月18日㈭9:00
から電話 問 東部会館（☎583-4311）

多摩西人権啓発活動地域ネッ
トワーク協議会事業「講演と
音楽のつどい」 1010135ID

日時 11月18日㈰13:30～16:00 会場 KO
TORIホール（昭島市）※直接会場へ 

内容  水谷修氏（教育者）講演など 
定員 先着1,139人 その他 手話通訳あ
り、申込制で2歳～未就学児先着10
人の保育あり※10月16日㈫～31日㈬
に昭島市秘書広報課（ FAX 042-544-
5121）へ電話またはファクス 問 同課
（☎042-544-5111）

日野市高齢者作品展～作品募集 
作品展  日程 前期…11月23日㈷～25
日㈰、後期…11月27日㈫～29日㈭※
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月15日㈪～31
日㈬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※平日9:00～17:00）

小島善太郎記念館音楽会～津
軽三味線による秋のミニコン
サート 1009851ID

日時 11月14日㈬14:00～15:00 会場 小
島善太郎記念館百草画荘 出演 三好
のぶちか氏 定員 申込制で先着25人 
費用 300円(入館料) 申込 11月9日㈮
までに電話 問 文化スポーツ課（☎
514-8462）

生活・環境
日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1009461ID

日時 10月18日㈭・22日㈪10:30～13:
00 会場 七ツ塚ファーマーズセンタ
ー メニュー ハロウィーンの絵柄の飾
り巻きすし 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）

自然観察会～長沼公園で秋
真っ盛りの雑木林を散策しよ
う 1007973ID

日程 10月27日㈯ 集合 9:30京王線長沼
駅前、12:30同所解散 講師 筒井千代
子氏（八王子自然友の会） 対象 小学
生以下は保護者同伴 費用 1家族300
円（資料代）その他 雨天の場合は平
山交流センターで学習会 申込 10月
26日㈮までに電話 問 緑と清流課（☎

514-8307）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業 
 1003313ID

日時 10月28日㈰14:00～16:00 会場 関
戸公民館（多摩市）※直接会場へ 問 
セーフティネットコールセンター
（☎514-8542）

みんなの環境セミナー
問 カワセミハウス(☎581-1164)

 私たちのくらしと水  1010390ID

日時 10月27日㈯10:00～12:00 会場 カ
ワセミハウス、黒川清流公園 講師 小
倉紀雄氏（東京農工大学名誉教授） 
定員 申込制で先着30人 申込 10月17
日㈬から電話※月曜日を除く
歩いて食べる！日野の田んぼとは
たけ  1010086ID

日程 11月4日㈰ 集合 9:00京王線高幡
不動駅改札前広場、12:00せせらぎ
農園解散 内容 向島用水周辺の見学
とせせらぎ農園での収穫体験、野菜
の試食 定員 申込制で先着親子15組 
費用 1組300円 申込 10月17日㈬から
電話※月曜日を除く

①セミナー②労働相談会～
パート・契約社員で働くときに
役立つ基礎知識 1010140ID

日時 11月20日㈫・22日㈭①13:30～
15:30②15:30～16:30 会場 関戸公民
館（多摩市） 定員 申込制で先着60人 
その他 申込制で手話・保育あり 申込 
電話 問 東京都労働相談情報センタ
ー（☎042-643-0278）

保育フェア「未来にはばたけ日
野キッズ～日野市の保育園情
報が全部分かります」
 1010007ID

日時 11月2日㈮～4日㈰10:00～18:00 
会場 イオンモール多摩平の森イオ
ンホール 内容 保育園のパネル展示
など 問 保育課（☎514-8637）

「若者を取り巻くデートDV
被害とネットトラブル」講演
会 1010275ID

日時 11月14日㈬13:30～15:30 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール
※直接会場へ 講師 西山さつき氏（N
PO法人レジリエンス代表） その他 

手話通訳あり、申込制で1歳～未就
学児の保育あり※11月2日㈮までに
男女平等課（ FAX 584-2748）へ電話ま
たはファクス 問 男女平等課（☎584-
2733 ）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき
教室  1000974ID
会場・問 同温水プール（☎583-5266）

 

 無料水中ウオーキングアドバイス
日時 11月2日㈮11:00～11:30※直接会
場へ 内容 体に負担をかけない水中
での歩き方のコツをアドバイス 
費用 入場料別途
 無料スイミングアドバイス 日時 11
月2日㈮11:30～12:00※直接会場へ 
内容 楽に長く泳ぎたい・より速く
泳ぎたい方へワンポイントで泳法を
アドバイス 費用 入場料別途
 はじめての水中ウオーキング 日時 
11月9日㈮・16日㈮11:00～12:00 定員 
申込制で先着7人 費用 2,700円（2回）
※入場料別途 申込 11月1日㈭までに
電話

市民体育大会 1003171ID

ロードレース競技  日程 12月1日㈯ 
集合 8:00浅川スポーツ公園グラウン
ド コース ふれあい橋～浅川河川敷 
内容 小学生男女・中学生女子(2㌔ )、

中学生男子(3㌔ )、一般女子・壮年
男女(5㌔ )、一般男子(10㌔ ) 対象 
小学5年生以上の市内在住・在勤・
在学者 費用 500円※小学生200円、
中学生300円、郵便振替(詳細は要
綱参照 ) 申込 11月1日㈭～10日㈯
17:00に日野市体育協会(  hino@
jaaf.info)へエントリーシート（日野
市体育協会 HP から ダウンロード  可）を
Eメール 問 同協会（☎582-5770）

障害者スポーツ体験教室参加
者・ボランティア募集

1003181ID
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

 参加者募集 日時・内容 10月23日㈫
卓球バレー、30日㈫フロアホッケー、
12月11日㈫ブラインドサッカー、18
日㈫ボッチャいずれも14:00～16:00 
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ 指導 東京ヴェルディ㈱普
及コーチ 対象 行き帰りが自力で行
える小学生以上の市内在住・在勤・
在学者 定員 各日先着30人
ボランティア募集 内容 障害者スポ
ーツ体験教室の参加者補助、会場設
営など 対象 18歳以上の市内在住・
在勤・在学者 定員 各 日若干人 
その他 事業中のけがなどは市の包括
保険で対応 申込 実施日前日までに
電話

晩秋を彩る市の花の祭典～日
野市菊花展 1010125ID

日時・内容 10月25日㈭～11月21日㈬…
古典菊展示、10月30日㈫～11月8日㈭
…日野市菊友会展示、10月30日㈫～11
月9日㈮…菊花コンテストの菊展示い
ずれも9:00～16:00※最終日は15:00ま
で 会場 日野中央公園 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月29日㈪9:00～15:00搬入場所
日野中央公園 その他 表彰式は11月9日
㈮15:00からひの煉瓦ホール（市民会
館）で開催 申込 10月26日㈮までに（公
財）日野市環境緑化協会へ電話※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 同協会（☎585-4740）

高幡不動尊菊まつり
問 日野市観光協会（☎586-8808）

日時  10月27日㈯～11月18日㈰ 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月31日㈬ 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

水辺のある風景日野50選ガイドツアー

日野レッドドルフィンズが

日程 11月10日㈯ 集合 9:00南平駅、12:00万願寺駅解散 コース 
一番橋～上田用水～新井用水親水路～大木島自然公園～土
方歳三記念館～とうかん森 対象 3㌔以上歩ける小学生以上
の市内在住者※小学生は保護者同伴 定員 申込制で先着20人 
申込 10月17日㈬から電話 問 緑と清流課（☎514-8309）

　子供たちへの環境教育活動などを行っている「みずとくらす・ひの」
と共催で『水辺のある風景日野50選』を巡るガイドツアーを開催します。
　今回は、上田・新井用水を訪れます。

◀
新
井
用
水

1010277ID

1010288ID

　ラグビートップリーグで活躍中の日野レッドドルフィンズの選手たちが日野自
動車本社・日野工場秋まつりに参加します。
　秋まつりでは模擬店やさまざまなイベントも行われますので、皆さまのご参加・
ご声援をよろしくお願いします。
日時 10月27日㈯10:00～15:00 会場 日野自動車㈱（日野台）内容 日野レッドドルフ
ィンズ選手とのふれあい体験など※時間は未定 問 日野自動車㈱総務部（☎586-
5458)

秋まつりに参加します
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