
催 し
趣味・教養

多摩西人権啓発活動地域ネッ
トワーク協議会事業～子ども
からの人権メッセージ発表会
� 1009726ID

日時 11月24日㈯13:00～16:00 会場 福
生市民会館※直接会場へ。公共交通
機関のご利用を 内容 多摩17市町村
の小学生による人権メッセージ発表
会、福生児童合唱団フレンズによる
合唱 定員 先着600人 その他 手話通訳
あり 問 福生市秘書広報課（☎042-55 
1-1529）、市市長公室市民相談担当

（☎514-8094）

障害者のためのイベント～社
会交流事業「映画鑑賞会」
� 1007934ID

日時 ①11月21日㈬②12月5日㈬いず
れも13:00～15:00 内容 映画①ピータ
ーパン②アーロと少年 対象 身体（車
いす可）・知的障害の方およびボラ
ンティア 定員 申込制で各先着30人 
申込 ①11月15日 ㈭～20日 ㈫ ②11月
19日㈪～30日㈮に電話※土曜・日曜

日、祝日を除く 会場・問 地域活動
支援センターやまばと（☎582-3400）

日野市老人クラブ連合会～童
謡・唱歌を歌おう会
� 1010554ID

日時 11月28日㈬14:00～15:30 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館）※直接会場
へ 内容 スクリーンに映し出される
映像を見ながら、懐かしい童謡・唱
歌を歌う 問 日野市老人クラブ連合
会（☎080-4573-8853）

日野宿ひな巡り～つるし雛を
飾りませんか（作品募集）
� 1010566ID

　日野宿本陣で開催される「お雛さ
まを愛でる会」に合わせて、日野図
書館、日野宿交流館、中央公民館に
つるし雛を飾り、日野宿周辺をお雛
さまで彩ります。3館に飾る「つるし
雛」の作品を募集します。参加ご希
望の方（個人・団体・施設など）は、
説明会にご来場ください。
 説明会  日時 12月1日㈯10:00～11:00 
会場 日野宿交流館※直接会場へ
 展示  日程 2月19日㈫～3月3日㈰※2
月25日㈪を除く 会場 日野図書館、
日野宿交流館、中央公民館のいずれ

か※展示会場は指定できません
問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

パソコン講習会（12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 その他 個
別指導（1時間1,500円）あり 申込 11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 会場・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

12月21日㈮・28日㈮
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト

代含む）

②Word-1
～文字変換など

12月1日㈯・8日㈯
10:00～12:00

③Word-2
～文章作成など

12月15日㈯・22日㈯
10:00～12:00

④Word-3
～地図の作成など

12月9日㈰・16日㈰
10:00～12:00

⑤Excel-2
～グラフの変更など

12月7日㈮・14日㈮
10:00～12:00

⑥デジカメ-応用
～写真の加工など

12月8日㈯・15日㈯
13:00～15:00

⑦Excel-VBA入門
～タイマー・ストッ
プウォッチを組む

12月9日㈰・16日㈰
13:00～15:00

⑧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

12月22日㈯
13:00～15:00

1,500円
（テキスト

代含む）

第13回たきび祭前夜祭～たき
びの詩人巽聖歌・朗読と歌の
集い「聖歌と妻・女流画家野
村千春」� 1010383ID

日時 12月7日㈮15:00～17:30 会場 旭
が丘地区センター 内容 お話「野村千
春の作品と生涯」、朗読と歌「巽聖歌
の作品を鑑賞しよう」 出演 内藤和美
氏、朗読の会うづき、ハピネス39 
定員 申込制で先着50人 その他 終了
後にたきび詩碑前でキャンドルサー
ビスあり 申込 11月20日㈫から電話 
問 郷土資料館（☎592-0981）

赤レンガプロジェクト企画
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

　赤レンガプロジェクトは、皆さま
に気軽に芸術、文化、エンターテイ
ンメントを楽しんでいただくため、
ひの煉瓦ホール（市民会館）での催し
を企画する市民プロジェクトです。
アーカイブス＆名曲サロン12～昔な
つかしの蓄音機で当時のレコードを

聴いてみませんか  1007586ID

　家の片隅で眠っているレコードや
オープンリールを再生します。
日時 12月7日㈮12:00～19:00、8日㈯
11:00～18:00 会場 ひの煉瓦ホール（市
民会館） 対応機器 カセットテープ、レ
コード、オープンテープ※メディア
の保存状況により再生できない場合
あり
 飛火野ジャズフェスタ2018 
 1007590ID

日時 12月15日㈯14:00から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 出演 寺泉憲、
Swingin' Devils、月の伍人、三好
のぶちか、Tap 
Dance Com 
pany Freiheit 
定員  1 , 0 0 0 人 
費用  2 , 0 0 0 円 
チケット販売場所 
市民会館、七生
公会堂、e+（イ
ープラス）

高幡ワールド・アート・フェスティ
バル  1007592ID

▲寺泉憲

▲Swingin' Devils

日時 2月23日㈯14:00から 会場 七生公
会堂 内容 アイルランド・アラブ・イ
ンドネシア・東洋音楽ライブ、ハン
ドメイド品のマルシェ※詳細は HP 
参照 出演 東京外語大インドネシア
舞 踊 部 ＆ 国 立 音 大 ガ ム ラ ン 部、
Romanequo（ロマネコ）、”タとエ”

（大島武宜と伊藤絵里）、ひょうたん
たけし、tipsipuca＋中村大史定員 
280人 費用 1,500円 申込 12月3日㈪か
ら電話または東京電子自治体共同運
営サービスの電子申請

親子で楽しめる料理教室
日時 12月9日㈰9:30～12:30 会場 平山
交流センター 内容 クリスマスケー
キ（ブッシュ・ド・ノエル）作りなど 
対象 市内在住者 定員 申込制で先着
25人 費用 小学生以上500円（材料費） 
申込 11月19日㈪から電話 問 日野市

企業公社（☎587-6321）

郷土資料館体験学習会～正月
飾りを作ろう� 1010384ID

日時 12月15日㈯13:30～15:30 講師 わ
らぞうり保存会 定員 申込制で先着30
人 申込 11月20日㈫から電話 会場・問 
郷土資料館（☎592-0981）

メーカーズキャラバン～ハー
バリウムワークショップ�
� 1010551ID

　板金加工の
市内企業㈱ミ
ューテクノの
協力で、金属
加工を行う際
に 発 生 す る

「切子」を使用
したオリジナ
ルハーバリウ
ム（ ボ ト ル 入
り植物標本）を作製します。
日時 12月15日㈯①13:30～14:30②14: 
30～15:30③15:30～16:30 会場 PlanT

（多摩平の森産業連携センター）対象 
小学生以上の方 定員 申込制で先着
各回10人 費用 1,500円（実費）申込 産
業振興課（  sangyo@city.hino.lg. 
jp）へ電話またはEメールで。住所、
氏名、電話番号、年齢、希望の時間
帯（①～③）を記入 問 産業振興課（☎
514-8442）

男女平等推進センター使用登録団体共催事業
家族力がアップする！�お産
とおっさんの父親学級
vol.11� 1010371ID

　育休復帰するのに話ができていな
いな。夫婦関係って子育てに影響す
るの？そんなモヤモヤを共有する夫
婦参加型ワークショップです。
日時 12月16日㈰10:00～12:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 講師 渡辺大地
氏（㈱アイナロハ代表） 対象 主に産
後1年以上の夫婦※単身参加も歓迎  

定員 申込制で先着40人 費用 1人1,000
円 申込 （公社）東京都助産師会八南
分 会（  88hino@gmail.com）へ E
メールまたは右記
QR コードの申込
フォームから 問 か
なざわ助産院（☎58 
7-6055）

日野市レクリエーション協
会～楽しもう！�レクリエー
ション� 1010373ID

日時 12月15日㈯13:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
内容 マンドリン演奏、クラシックギ
ター演奏、ポップス（歌と演奏）、手
品、よさこい踊り、子供の遊び（ゲ
ーム・バルーンアート） 問 日野市レ
クリエーション協会（馬場井☎090-
5426-9037）

11月22日㈭･23日㈷

たかはたもみじ灯路第13回

　高幡不動駅周辺の商店街を灯
とう

篭
ろう

の灯
あか

りで飾る「たかはたもみじ灯路」を開催します。
さまざまに飾られた灯篭の灯りが広がる秋の風情をお楽しみください。会場の各所で
お茶会やミニコンサート、スタンプラリーなどの催しも行います。詳細は日野市観光
協会 HP  をご覧ください。
日時  11月22日㈭・23日㈷17:00～22:00※両日未実施の場合は24日㈯
灯篭設置箇所  右図の通り※車両通行止区
間あり

日時  11月23日㈷18:00～19:30
講師  山下勲氏（フォトアドバイザー）
定員  申込制で先着100人
申込  当日17:30から高幡不動尊境内事務所
前で受け付け

灯篭
＝車両通行止区間１５：３０～２１：００

※境内にも設置

灯篭
＝車両通行止区間１５：３０～２１：００

※境内にも設置

設置箇所

問  日野市観光協会（☎586-8808）
1000574ID

モデル写真撮影会 
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