
催 し com）へファクスまたはEメールで。
住所、氏名、連絡先を記入 問 日野
新選組ガイドの会（小安☎090-6510-
1968）、市シティセールス推進課（☎
514-8461）

落語・三遊亭鳳志～人情噺「浜
野矩随」など� 1000976ID

日時 11月20日㈫14:30から 定員 申込
制で先着100人 費用 1,500円※学生・
80歳以上・障害のある方1,000円、
小学生以下500円 申込 電話 会場・問 
勤労・青年会館（☎586-6251）

「光の森」灯りが紡ぐ物語� �
　　�　 1010213ID

日時 11月18日㈰・19日㈪
17:30～20:00 会場・問 中
央図書館（☎581-7354）

無料映画上映会「怪盗グルー
のミニオン大脱走」

日時 11月25日㈰14:00
から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）
対象 小学生以下は保
護者同伴 定員 1,000
人※申込多数の場合
は抽選 申込 11月11日
㈰までに下記QRコード
の申込フォームから 問 日
野市勤労者福祉サービス
センター（☎581-6711）

土曜日！ほっとブッククラブ
（読書会）� 1010026ID

日時 12月8日㈯10:30～12:00 会場 百草
図書館 対象 市内在住・在勤・在学者
定員 申込制で先着10人 申込 11月6日
㈫～16日㈮に電話または来館 問 中
央図書館（☎586-0584）

平山台健康・市民支援センター解散 
コース 宗印寺～季重神社～六国台～
平山城址公園西園・東園（約4㌔） 
費用 600円※交通費・昼食（レストラ
ン）代別途
ノルディックウオーキング体験講習
会  日時 11月18日㈰ 9:30～11:30 会場 
京王研修センターグラウンド（八王
子市）講師朝倉知子氏（公認上級イン
ストラクター）定員 申込制で先着50人
フラダンス教室  日時 11月の毎週火
曜日13:30 ～ 15:00※20日を除く 会場 
平山台健康・市民支援センター 講師 
村井世子氏（公認指導者）費用 600円
※会員300円

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
� 1000966ID

日時・出演 11月10日㈯…齋藤美和子
氏・川上里奈氏（ピアノ）、24日㈯…
浅川渉氏（ピアノ）。いずれも12:30～
13:00 会場・問 同ホール（☎585-2011）

七生公会堂から
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）
 1005894ID

ロビーコンサート（第1７回ホワイエ
ラ イ ブ ） 日時 11月14日 ㈬15:00～
16:00 出演 プラネータ（ピアノ・ボー
カル） 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 11月28日㈬15:00～
16:00 定員 先着50人

選挙啓発講演会「明るい選挙
政治教養講座」 1010493ID

日時 11月14日㈬14:00～16:00 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館）※直接会
場へ 講師 清水幹夫氏（毎日新聞・ア
ジア調査会理事） 定員 先着200人 
その他 手話通訳あり 問 選挙管理委
員会事務局（☎514-8806）

新選組副長土方歳三ゆかりの
地を歩く～「幕末歴史散歩」
参加者募集�

日程 11月23日㈷※小雨実施 集合 9:00 
日野駅、16:30高幡不動尊解散 定員 
40人 費用 3,800円（昼食付き） その他 
解散後、もみじ灯路見学可 申込 11
月9日㈮～ 18日㈰に日野市観光協会

（ FAX 586-8961 info@shinsenhino.

問 企画経営課（☎514-8047）

地域自立支援協議会～相談支
援部会研修会� 1009751ID

日時 12月3日㈪13:30～15:30 会場 市
役所5階505会議室※直接会場へ 
対象 市内の障害福祉または介護保
険サービス等事業所従事者 定員 申
込制で先着40人 申込 11月15日㈭ま
でに障害福祉課（  syogaif@city.
hino.lg.jp FAX 583-0294）へＥメールま
たはファクス 問 障害福祉課（☎514-
8485）

環境緑化協会～緑の写真展作
品募集

テーマ ①日野の四季②わが家の緑 
規定 作品は単写真で未発表のもの。
A4サイズ1人3点まで その他 応募要
領は市役所1階市民相談窓口、七生支
所、豊田駅連絡所、同協会で配布 
申込 11月5日㈪～12月7日㈮に〒191-
0016神明2-13-1同協会へ郵送または
持参。作品の裏面に題名、撮影場所、
撮影年月日、住所、氏名、電話番号
を記入  問 同協会（☎585-4740）

キャリアアップ講習11月募集
科目� 1008142ID

募集科目 ①シーケンサ（1）（2）②Excel 
VBA（基礎）③第三種電気主任技術
者入門 対象 都内在住・在勤で中小
企業に在職中の方 問 多摩職業能力
開発センター府中校人材育成プラザ

（☎042-367-8204）

趣味・教養
障害者のためのイベント～社
会交流事業「ゲートボール」
� 1007934ID

日時 11月7日㈬13:30から 対象 身体
（車いす可）・知的・精神障害の方お
よびボランティア 定員 申込制で先
着30人 申込 11月1日㈭～6日㈫に電
話※土曜・日曜日を除く 会場・問 
やまばと（☎582-3400）

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

ぶらり街歩き～平山季重の道を歩
く 日程 11月9日㈮※雨天中止 集合 
10:00平山城址公園駅改札出口、13:00

地域で支える都市農業について考え
る 問 都市農業振興課（☎514-8447）

創業時におさえておきたい知的
財産の基礎知識� 1010434ID

日時 11月22日㈭①9:30～11:30②11:40
～12:10 会場 PlanT（多摩平の森産業
連携センター） 内容 ①知的財産の基
礎セミナー②無料相談会 講師 下村
和夫氏（日本弁理士会関東支部） 
対象 創業者、創業を考えている方
など 定員 申込制で先着20人申込 日
本弁理士会知的財産セミナー運営事
務局（ FAX 03-3463-0771）へファクスま
たは同事務局 HP 。住所、氏名、電
話番号、相談希望有無、相談内容を
記入 問 同事務局（☎03-6416-1226）

生涯学習フォーラム
� 1010054ID

日時 11月24日㈯13:30～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 「学び場づ
くり」は「まちづくり」 講師 牧野篤氏
（東京大学大学院教授） 定員 申込制
で先着80人 その他 手話通訳あり 申込 
11月20日㈫までに電話 問 生涯学習
課（☎514-8765）

普通救命講習� 1002363ID

日時 11月25日㈰9:00～12:00 定員 申
込制で先着10人 費用 1,400円（テキ
スト代） 申込 11月1日㈭から電話 
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

多摩平つながるヘルスケアシ
ンポジウム� 1010439ID

日時 11月25日㈰13:00～16:30 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール 
定員 申込制で先着150人 申込 11月19
日㈪までにヘルスケアシンポジウム
事務局（ t_t_h_z@studio-l.org）へ
Ｅメール。居住地域、氏名（ふりが
な）、年齢（年代）、電話番号を記入 

生活・環境
DV防止・啓発パネル展
 1010436ID

日程 11月9日㈮～25日㈰ 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 女性に対する
暴力をなくす運動 問 男女平等課（☎
584-2733）

シンポジウム「子どもの貧困クエ
スト～みんなの力をあつめて」
 1009936ID

日時 11月10日㈯14:00～17:00 会場 アイ
ムホール（立川市）※直接会場へ 講師 
山野良一氏（沖縄大学教授） 問 東京
三弁護士会多摩支部事務局（澤田☎
042-548-3800）

保育のしごと就職フェア2018
 1010412ID

日時 11月11日㈰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※直接会場へ
対象 保育士、保育補助、栄養士など
持ち物 履歴書問保育課（☎514-8638）

虹
にじ

友
とも

カフェ� 1008136ID

日時 11月11日㈰13:30～16:00※入退
室自由 会場 多摩平の森ふれあい館
※直接会場へ 内容 LGBTとその家
族・友人のためのコミュニティース
ペース 対象 本人、親族、支援者 

その他 茶菓子あり 問 男女平等課（☎
584-2733 ）

わんわん教室～犬のしつけ
 1009461ID

日時 11月11日㈰10:00からと11:00から
※雨天中止 会場 市ドッグラン 講師 
久保木直美氏（ジャパンケンネルク
ラブ公認訓練士） 対象 市内在住者と
飼い犬 定員 申込制で先着各10組 
その他 首輪、リード着用※ロング
リード・伸縮リード不可 申込 11月6
日㈫（必着）までに〒191-0041南平
2-8-5ひのワンパークの会川島方わ
んわん教室へ 往復はがき  で。往信用裏
面に住所、氏名、電話番号、希望時
間、犬種、雄雌、歳、愛称、悩みや相
談ごとを、返信用表面に住所、氏名
を記入 問  環境保全課（☎514-8298）

施設職員のためのメンタルヘ
ルス講座� 1009751ID

日時 11月15日㈭18:00～20:00 会場 生
活・保健センター 講師 池田庸子氏

（整体師、心理カウンセラー） 対象 
高齢者・障害福祉職に従事している
市内在住・在勤者 定員 申込制で先
着30人 費用 100円（資料代） 申込 （社
福）日野市民たんぽぽの会（☎599-
7299 FAX 599-7203）へ電話またはファ
クス 問 障害福祉課（☎514-8485）

秋の谷戸沢処分場自然観察会
日時 11月17日㈯9:00～14:30 会場 谷
戸沢廃棄物広域処分場（日の出町） 
その他 詳細は東京たま広域資源循環
組合 HP 参照 問 同組合（☎042-597-
6152）

第12回都市農地保全自治体
フォーラム� 1010118ID

日時 11月20日㈫13:15～16:00 会場 た
ましんRISURUホール（立川市） 内容 

　現在、陸上競技場や仲田の森蚕糸公園などと
なっている一帯には、かつて養蚕や蚕糸技術の研
究を担った国の研究施設がありました。昭和７年
建築の、現存する第一蚕室の一部を公開し、解説
や展示などを行います。
日時 11月10日㈯・11日㈰10:00 ～ 15:00 会場 仲田
の森蚕糸公園※直接会場へ 問 生涯学習課（☎514-
8792）

一中地区アクションプラン～蚕の糸取り体験会
　「仲田の森DEたていとよこいとプロジェクト」の活動発
表と糸取り体験会を開催します。
日時 11月10日㈯11:00～ 14:00 会場 桑ハウス南側テント※直
接会場へ 問 地域協働課（☎581-4112）
柿渋塗り体験
　建物を守るために桑ハウス内
に塗られていた「柿渋」を使った
柿渋塗り体験を行います。
日時 11日㈰10:00から 会場 桑ハ
ウス南側テント※直接会場へ 問
日野市商工会（☎581-3666）

東京文化財ウィーク２０１８企画事業
産業まつり開催期間に国登録有形文化財
旧農林省蚕

さ ん し

糸試験場日野桑園第一蚕室
「桑ハウス」を公開　　　　　

 1010240ID
日時 11月3日㈷13:30～16:00 会場 
て・と・てお広場（多摩平） 問 て
とてフェスタ実行委員会（☎582-
3136）

多摩平の森「て・と・てテラス」
1周年記念感謝祭

1010435ID

二中地区
アクションプラン

名もない坂巡りとTOYODAスイーツ～
坂に名前をつけながら楽しく歩きましょう

日程 11月17日㈯ 集合 13:00豊田駅南口 定員 
申込制で先着20人 費用 300円 申込 11月14
日㈬(消印有効)までに〒191-0011日野本
町1-6-2生活・保健センター内地域協働課

（ ckyodo@city.hino.lg.jp FAX 581-4221）
へはがき、Eメール、電話またはファクス
で 問 地域協働課（☎581-4112）

1006062ID
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