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パソコン講習会（1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・訪問2,500
円）あり 申込 12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

1月26日㈯、2月2日㈯
13:00～15:00

各3,000円
（テキスト
代含む）

②Word-1
～文字変換など

1月11日㈮・18日㈮
10:00～12:00

③Word-2
～文章作成など

1月25日㈮、2月1日㈮
10:00～12:00

④Word-3
～地図の作成など

1月12日㈯・19日㈯
10:00～12:00

⑤Word-4
～ページ番号など

1月26日㈯、2月2日㈯
10:00～12:00

⑥Excel-1
～基本操作など

1月13日㈰・20日㈰
10:00～12:00

⑦Excel-2
～グラフの変更など

1月27日㈰、2月3日㈰
10:00～12:00

⑧ Scratchでプログ
ラミング入門
～操作説明など

1月12日㈯・19日㈯
13:00～15:00

⑨スマートフォン
（スマホをお持ちの
方）～基本操作など

1月20日㈰
13:00～15:00 

1,000円
（テキスト
代含む）

新選組のふるさと歴史館「第
12回新選組書展」作品募集
 1010756ID

　3月1日㈮～31日㈰に新選組のふる
さと歴史館で開催する書道展の作品
を募集します。なお、応募全作品を

展示します。入賞者には記念品を進
呈するほか、応募者全員に新選組の
ふるさと歴史館招待券を差し上げま
す。
課題 「誠」、「炮術ちふれん不残西洋
ツゝ致候」、「日野」のいずれか一つ 
応募規定 1人1点。半紙大（約33㌢×
24㌢）の用紙に書いた作品に学年・
氏名（高校生以上は氏名のみ）・雅号
（ある方）を記入。応募作品は返却不
可。著作権は日野市に帰属 審査員 
宮地正人氏、杉田純一氏、小熊廣美
氏など 審査発表 2月28日㈭に同館お
よび同館 HP  で公表 申込 1月31日㈭
（消印有効）までに〒191-0016神明
4-16-1新選組のふるさと歴史館へ作
品、応募用紙（同館にあり。同館 HP
から ダウンロード  可）、定形の返信用封
筒（82円切手を貼付、住所、氏名を
記入）を郵送 問 同館（☎583-5100）

都民芸術フェスティバル～都
民寄席 1010712ID

日時 3月22日㈮18:00から 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 出演 瀧川鯉
昇（左）、柳家さん喬（右）など 対象 
未就学児入場不可※申込多数の場合
は抽選 申込 1月5日㈯（消印有効）ま
でに〒110-0005台東区上野1-9-5（一
社）落語協会内都民寄席実行委員会
へ 往復はがき  で。往信用裏面に住所、
氏名、年齢、電話番号、「開催日3月

22日」、「会場ひの煉瓦ホール」、希
望人数（1枚で2人まで）を、返信用表
面に住所、氏名を記入 問 都民寄席
実行委員会（☎03-3833-8563）

スポーツ
日野七福神めぐりウオーキング

1010614ID

　富士山の眺めを楽しみながら三福
神めぐり！余裕がある方は残り四福
神もがんばって挑戦！
日程 1月6日㈰※荒天中止 集合 9:
00平山城址公園駅南口集合※直接集
合場所へ コース 宗印寺～善生寺～
延命寺（約5．5㌔） 引率 市スポーツ推
進委員 持ち物 雨具、飲み物、タオ
ル その他 希望者は色紙300円、ご朱
印寺1カ所につき300円。日野新選組
ポイント200ポイント付与シールプ
レゼント 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※
9:30～20:30） 1000974ID

定例大人の水泳教室  日時 1月の毎
週水曜・土曜日12:30～13:30※2日・9
日を除く 対象 18歳以上の方 定員 申
込制で先着10人 費用 5回で5,400円の
チケット購入制※入場料別途 申込 
電話
はじめての水中ウオーキング  日時 
1月18日㈮・25日㈮11:00～12:00 定員 
申込制で先着7人 費用 2,700円※入
場料別途 申込 1月10日㈭までに電話

市民体育大会～スキー教室
 1003171ID

日時 1月25日㈮20:00～27日㈰22:00※
2泊3日 会場 菅平高原スノーリゾー
ト（長野県）※ホテル田沢館宿泊 
定員 40人 費用 24,800円※ジュニア
割引あり。リフト代別途 申込 電話
の上、1月20日㈰（必着）までに申込
書を提出 問 日野市体育協会（☎582-
5770）

第4回ユニバーサルスポーツ
交流イベントボランティアを
募集 1003187ID

　交流イベント後のパラアスリート
講演会も、ぜひご参加ください。
日時 2月2日㈯8:15～12:30…ボラン

ティア活動、13:00～14:00…パラア
スリート講演会 会場 市民の森ふれ
あいホール 内容 会場設営、受付補
助、障害のある方の運動補助など 
対象 中学生以上※中学生は保護者
の同意が必要 定員 申込制で先着30
人 その他 記念品、弁当の支給あり 
申込 1月16日㈬までに電話 問 文化ス
ポーツ課（☎514-8465）

生活・環境
2017年度日野市環境白書発表
パネル展 1010529ID

　2017年度環境白書の内容をわかり
やすく解説します。
日程 12月16日㈰～22日㈯※月曜日
休館 会場・問 カワセミハウス（☎58
1-1164）

暮れの野菜即売会 1010767ID

　新鮮な日野産野菜が勢ぞろいしま
す。ぜひ、お出掛けください。
JA東京みなみ七生支店  日時 12月
28日㈮9:00から※雨天の場合は29日
㈯ その他 配達はできません。駐車
場、豚汁の配布あり 会場・問 JA東
京みなみ七生支店（☎591-2012）
ふれあい即売  日時 12月27日㈭・28
日㈮10:00から※雨天実施。完売次
第終了 会場 多摩平第七公園 その他 
駐車場がないため公共交通機関のご
利用を 問 JA東京みなみ日野支店
（☎583-5670）

年末年始営業時間のご案内
 1010776ID

七ツ塚ファーマーズセンター（みの
り處）年末は12月28日㈮18:00まで。
年始は1月4日㈮10:00から 問 七ツ塚
ファーマーズセンター内農あるまち
日野みのり處（☎843-4320）
ファーマーズマーケット東京「みな
みの恵み」 年末は12月31日㈪17:
00まで。年始は1月5日㈯10:00から  
問 ファーマーズマーケット東京「み
なみの恵み」（☎589-0373）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業 
 1003313ID

日時 12月23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）

虹
にじ

友
とも

カフェ 1008136ID

日時 1月13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）

日野市ひきこもり対策支援事業
「家族セミナー」 1009712ID

日時 1月26日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 講演およ
びディスカッション「ひきこもって
いる子どもとの接し方（当事者およ
び親の立場からの話）」 定員 申込制
で先着25人 申込 電話または直接窓
口 問 セーフティネットコールセン
ター（☎514-8542）

日野市自殺対策啓発事業講演
会「ストレスを味方にする４
つのステップ」 1010606ID

日時 2月11日㈷14:00～16:00 会場 七
生公会堂 講師 大野裕氏（認知行動療
法研修開発センター理事長） 定員  
申込制で先着200人 申込 1月31日㈭
までに電話、市 HP から電子申請ま
たは直接窓口 問 セーフティネット
コールセンター（☎514-8542）

子供・保護者向け
青少年育成会から 
　いずれも歩きも可。未就学児は保
護者同伴。完走後はおしるこなどが
出ます。
ニ中地区～初日の出ふれあいマラ
ソン  1010572ID

日程 1月1日 ㈷※荒天中止 集合 5:50
多摩平第一公園 コース 平山橋～平
山城址公園～多摩平第一公園（7㌔） 
問 大山（☎582-3465）
七生中地区～第42回初日の出マラ
ソン  1010571ID

日程 1月1日 ㈷※荒天中止 集合 5:50
七生中食堂 コース ①一番橋～ふれあ
い橋（片道約3㌔）②一番橋～ふれあ
い橋～新井橋（片道約4㌔） 問 宮下
（☎592-4663※夜間のみ）

図書館おはなし会 1010453ID  
高幡図書館（☎591-7322） 日程 1月9

日㈬・23日㈬中央図書館（☎586-05
84） 日程 1月16日㈬・31日㈭ 多摩平
図書館（☎583-2561） 日程 1月17日㈭
（ひよこタイム）・30日㈬日野図書館
（☎584-0467） 日程 1月23日㈬平山図
書館（☎591-7772） 日程 1月24日㈭（ひ
よこタイム）百草図書館（☎594-
4646） 日程 1月25日㈮
　いずれも 対象 0～2歳児、3歳～未就
学児、小学生以上のいずれか その他 
ひよこタイムとは乳幼児連れの保護
者が気兼ねなく来館できる時間。詳細
は問い合わせまたは図書館 HP 参照

ままたまmusicクラシックコ
ンサートvol.1～うたとピアノ
のおくりもの 1010601ID

日時 1月27日㈰11:00～12:20、14:00～
15:20 会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館） 曲目 フンパーディンク「ヘンゼ
ルとグレーテル」（連弾と語り）など 
費用 1,000円※高校生以下500円、4
歳未満膝上無料 チケット販売 ひの煉
瓦ホール（市民会館）、七生公会堂、
ままたま事務局 問 同事務局（☎050-
3558-8875）

健康
地域介護予防活動支援事業～
ストレッチ体操で介護予防！
日時 1月7日㈪10:00～11:30 会場 新川
辺地区センター 内容 ストレッチ体
操 対象 65歳以上の方  定員 申込制で
先着30人 申込 電話 問 日野市社会福
祉協議会（☎584-1294）

健康づくり推進員ウオーキング
グループ～柳瀬川と金山公園の
水仙を愛でる　　 1010733ID

日程 1月9日㈬※雨天中止 集合 9:30
JR武蔵野線東所沢駅改札口、12:30
新秋津駅解散 コース 東福寺～金山
緑地公園～柳瀬川～円福寺～秋津神
社（6㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、
雨具、帽子、健康保険証問 健康課（☎
581-4111※開催日当日の実施確認は
8:00～8:30に☎080-4347-1265）

郷土資料館特別展日野の自然～鳥とともに
問 郷土資料館（☎592-0981） 

■パネル展示
　鳥をテーマに人と自然との関わりを考えるパネル展を開催します。また、
平山図書館では鳥の書籍を紹介するコーナーを設置します。
日時 12月22日㈯～3月3日㈰9:00～21:00※12月29日㈯～1月3日㈭、2月25日㈪
は休館 会場 平山季

すえ

重
しげ

ふれあい館
■関連行事
浅川バードウオッチング  日程 2月3日㈰ 集合 10:00平山城址公園駅、12:00解
散 講師 日野の自然を守る会 定員 申込制で先着30人※子供は保護者同伴 申込 
12月18日㈫から電話
講演会「東京の野鳥は今　どう変わった・なぜ変わった！」 日時 3月10日㈰
10:00～12:00 会場 カワセミハウス 講師 川内博氏（都市鳥研究会代表） 定員 申
込制で先着60人 申込 12月18日㈫から電話

1010588ID
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