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カワセミハウス写真展～日野
の植物たち� 1010355ID

日時  11月23日㈷～29日㈭9:00～21: 
30※29日は12:00まで 会場 カワセミ
ハウス 写真提供 日野の自然を守る
会植物研究グループ 問 カワセミハ
ウス（☎581-1164）

たまカフェ～世代や分野を超
えたユニバーサルカフェ

日時 11月23日㈷14:00～16:00 会場 マ
ザアス日野（万願寺） 内容 地域の活
動報告、わんわん見守り隊報告など 
その他 専門店によるコーヒーの提供
あり 問 地域包括支援センター多摩
川苑（☎582-1707）

特殊詐欺根絶イベントin日
野� 1010352ID

　息子をかたったオレオレ詐欺や、
還付金詐欺が急増しています。み
んなで大切な財産を守りましょう。
日時 11月23日㈷13:00～15:00 会場 イ
オンモール多摩平の森1階センター
コート 内容 13:00から啓発品無料配
布（先着順）、14:00から彩ショルさん
音楽ショー、14:30から特殊詐欺被害
防止公演 その他 東京都青少年治安
対策部主催 問 防災安全課（☎514-
8963）

百草地区りんご狩りは中止し
ます� 1009961ID

　今年のりんご狩りは台風24号の影

響により中止します。
問 由木（☎090-3503-1061）、市都市
農業振興課（☎514-8447）

自然観察会（11・12月）
問 緑と清流課（☎514-8307）

赤や黄色に色づいた雑木林を訪ね
よう  1007973ID

日程 11月24日㈯※雨天中止 集合 9:30
南平駅、12:30高幡不動尊境内解散 
コース  南平丘陵公園～多摩動物公
園北側かたらいの路～高幡不動尊 
内容 パステルカラーに色づいた
木々を観察し散策 案内 日野みどり
の推進委員 対象 小学生以下は保護
者 同 伴 費用 1家 族300円（ 資 料 代 ） 
申込 11月23日㈷までに電話
クリスマスリースやお正月のしめ
縄をつくろう  1010285ID

日時 12月1日㈯9:30～12:30 会場 カワ
セミハウス 内容 暖かい日差しの当
たる芝生広場でリースとしめ縄を作
る※雨天の場合は室内で実施 講師 
石坂亜紀氏（石坂ファームハウス） 
案内 日野みどりの推進委員 対象 小
学生以下は保護者同伴 定員 申込制
で先着30人 費用 300円（材料費） 申込 
11月19日㈪～30日㈮8:30～17:00に
電話

東京都環境局環境学習講座～
里山で自然と人と出会おう！

日時 12月1日㈯10:00～15:00 会場 カ
ワセミハウスおよび東豊田緑地保全
地域 内容 参加者同士交流しながら、
自然観察やネイチャーゲーム、クリ
スマスリースづくりなどを楽しむ 
講師 小太刀智明氏（東豊田緑湧会）
など 対象 20～40歳代の独身の男女 

定員 男女各15人※申込多数の場合
は抽選 申込 11月20日㈫までに東京
都環境公社 HP イベント・セミナー
情報から 問 東京都環境公社（☎03-
3644-8886）、都環境政策課（☎03-
5388-3464）

東京しごとセンター多摩の就
業支援� 1003501ID

　詳細はしごとセンター多摩 HP を
ご覧ください。
内容 全年齢対象・就職面接会（11月
27日㈫福生市会場、12月7日㈮武蔵
野市会場）ほか多数 問 しごとセンタ
ー多摩（☎042-329-4524）

認知症の「いま」と「これから」
� 1010182ID

日時 11月29日㈭14:00～16:00 会場 平
山交流センター 内容 講演、懇談会、
紙芝居などのアトラクション 講師 
川田利子氏（地域包括支援センター
いきいきタウン）など 定員 申込制で
先着30人 申込 月曜日を除く10:00か
ら電話または来館 問 平山図書館（☎
591-7772）

歳末たすけあいバザー
　収益金は、市内で地域福祉活動や
ボランティア活動などを行っている
団体に配分されます。
日時 12月2日㈰10:00～14:00 会場 中
央福祉センター 内容 提供物品販売

（日用品・雑貨・衣類など）、模擬店・
喫茶など その他 公共交通機関のご
利用を。日野市民生児童委員協議会、
日野市赤十字奉仕団との共催 問 日
野市社会福祉協議会（☎582-2319）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー� 1010378ID

▲図書館下湧水
日程 12月1日㈯ 集合 9:00平山城址公
園駅、12:00豊田駅解散 コース 平山
橋～豊田用水取水口～ハケ下の別荘
～八幡神社下湧水～カワドのある家

～用水沿いの黒塀の家～東豊田公園
～清水堀と旧道のまち並み～ラウン
ドアバウト 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 
11月19日㈪から電話 問 緑と清流課

（☎514-8309）

ひの市民リサイクルショップ
回転市場～年に一度の着物特
別販売� 1010381ID

日時 12月2日㈰11:00～15:00 会場 ひ
の市民リサイクルショップ回転市場
万願寺店 内容 着物、帯、小物など
の販売 問 同市場（☎587-1781）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室� 1010420ID

日時 12月4日㈫・5日㈬10:30～13:00 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー クリスマスの絵柄の飾り巻
きすし 定員 申込制で先着各回10人 
費用 各回3,000円 申込 竹内（☎090-
7284-1947）へ電話 問 都市農業振興
課（☎514-8447）

PLanTビジネスセミナー～
自社・自身の魅力を最大限に
伝える方法� 1009980ID

日時  12月4日㈫18:30～20:30 会場 
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー） 講師 姫野裕基氏（中小企業診断
士） 定員 申込制で先着20人 その他 保
育あり（11月20日㈫までに申し込み） 
申込 産業振興課（  sangyo@city.
hino.lg.jp）へ電話または E メール 
問 産業振興課（☎514-8442）

みんなの環境セミナー～黒川清
流公園の冬を探そう！（市民環
境大学公開講座）� 1010356ID

日時 12月6日㈭10:00～12:00 会場 黒
川清流公園※カワセミハウス集合 
内容 湧水の大切さや冬の野鳥につい
て学ぶ 講師 小倉紀雄氏（東京農工大
学名誉教授）など 定員 申込制で先着
20人 申込 11月18日㈰から電話※月
曜日を除く 問 カワセミハウス（☎58 
1-1164）

エコクッキング～食材を使い
切る調理法　　 1010561ID

日時 12月7日㈮10:00～13:00 会場 中
央公民館 講師 大原千絵美氏（野菜ソ

ムリエプロ） 費用 500円 定員 申込制
で先着20人 その他 保育あり 申込 11
月30日㈮までにひの・まちの生ごみ
を考える会（市川☎090-3687-9559）
へ電話 問 ごみゼロ推進課（☎581-
0444）

ファミリー・サポート・センター
養成講座＆会員交流会
� 1010367ID

日時 12月7日㈮13:00～16:45 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 養成講座
…「これからの人生を輝くものにす
るために」と題して毎日の時間管理
術を学ぶ、交流会…おいしいコーヒ
ーの淹

い
れ方を教わりティータイムを

楽しみながら交流 講師 正木美奈子
氏（働きウーマン主宰） 費用 300円

（コーヒー・お菓子代） その他 養成
講座のみ保育あり 申込 11月26日㈪
までに電話 問 日野市ファミリー・
サポート・センターたまだいら（☎
589-7616）

虹
にじ

友
とも

カフェ� 1008136ID

日時 12月9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）

参加費無料！シニア生涯ワー
キングセミナー� 1010382ID

日時 12月10日㈪13:45～16:30 会場 福
祉支援センター 対象 これから就職
活動を希望または就職活動中の55歳
以上の方 申込 （公社）長寿社会文化
協会（☎03-5843-7665）へ電話 問 東
京しごとセンターシニアコーナー

（☎03-5211-2335）

地域で支えよう！認知症サ
ポーター養成講座・ステップ
アップ講座� 1003585ID

日時・内容 ①12月13日㈭14:00～15:30
…認知症サポーター養成講座 ②1月
16日㈬14:00～15:30…ステップアッ
プ講座 会場 福祉支援センター 対象 
②はサポーター養成講座修了者 定員 
申込制で各先着30人 申込 電話 問 地
域包括支援センターあさかわ（☎59 
3-1919）

福祉のしごと見学会
日時・会場 ①12月4日㈫ラペ日野②5
日 ㈬ 日 野 療 護 園 い ず れ も10:00～
12:00※開始10分前に直接施設入口
に集合 対象 福祉の仕事に就きたい
方 申込 11月30日㈮（必着）までに日
野市社会福祉協議会（ FAX 583-9205）
へ電話またはファクス。住所、氏名、
電話番号、年齢、性別、福祉業務経
験の有無を記入 問 同協議会（☎582-
2319）

市民後見人を目指すための養
成講習� 1006073ID

　日野市・調布市・狛江市・多摩市・
稲城市が共同運営する多摩南部成年
後見センターが成年後見業務を担う

「市民（社会貢献型）後見人」の候補者
養成講習を開催します。
日程・内容 基礎講習…平成31年4～5
月の毎週水曜・金曜日、実務研修…
6～7月の週1回（全8回程度）、現場実
習…8月～最長で平成32年3月に月1
～2回 会場 多摩南部成年後見センタ
ー（調布市） 講師 弁護士、医師、司
法書士、社会福祉士、行政職員、セ
ンター職員など 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、市 
HP から ダウンロード  可）を参照 定員 10
人※書類および2月13日㈬または14
日㈭に実施予定の面接による選考 
申込 12月1日㈯～1月15日㈫（必着）
に、〒182-0026調布市小島町3-69-2
第一荒井麗峰ビル2階多摩南部成年
後見センターへ所定の経歴書（募集
要領に添付）、作文「市民後見人に関
する私の考え」（700～800字）を持参
または郵送 問 福祉政策課（☎514-
8467）

日野映像支援隊から
日野映像支援隊のロケ情報！
　ドラマ「パンドラⅣ  AI戦争」のロケ
がほほえみ公園で行われました。
　今回のテーマは「AI」。果たして人工
知能は、人類を救うのか、それとも？  
その答えは、このドラマにある！  ぜ
ひご覧ください。
出演 向井理、渡部篤郎、山本耕史など
放送 11月25日㈰22:00から
WOWOWドラマ「パンドラⅣ  AI戦争」第3話
問 シティセールス推進課（☎514-8461）

▲ロケ風景

　11月1日号16面「たにぞうファ
ミリーコンサート参加者募集」の
記事に誤りがありました。定員が

「申込制で各回先着1,000人」とあ
りますが、正しくは「各回1,000
人※申込多数の場合は抽選」です。
　訂正してお詫びします。

たにぞうファミリーコン
サートは申込多数の場合抽
選となります

訂正
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