催 し
子供・保護者向け
一中地区青少年育成会〜小中
ID 1010695
交流会

はじめてママの日〜子育てひろば
体験をしてみよう ID 1009504
日時 2月5日㈫14:00〜15:00 内容 おし

ゃべりタイム、はぴはぴタイム体験
対象 ひろば利用が初めての生後5カ
月児までと母親または妊娠中の方
定員 申込制で先着5組 申込 1月23日
㈬10:00から電話 会場・問 地域子ど
も家庭支援センター多摩平「はぴは
ぴ」
（☎589‑1260）

3Ｄプリンター活用教室〜保護
ID 1010272
者向け
3Ｄプリンターを活用し、アイデア
を形にする方法を学びます。使用方
法を家族や仲間でシェアして、生活
に生かしてみませんか。
日時 2月16日㈯10:00〜15:00 会場 Pla
nT( 多摩平の森産業連携センター）
内容 CADソフトの基礎
（FreeCAD）
、
3D プリンターによる造形 講師 川原
万人氏（明星大学准教授）対象 小・中
学生の保護者、3D プリンターに興味
のある方 定員 申込制で先着4人 申込
日野市商工会（ FAX 586‑6063
mn.
kobayashi@shokokai‑tokyo.or.
jp）
へ電話、ファクスまたは E メール
で。住所、氏名、電話番号を記入
問 日野市商工会
（☎581‑3666）

図書館おはなし会

ID 1010667

高幡図書館
（☎591‑7322） 日程 2月6
日㈬・20日㈬ 中央図書館
（☎586‑05
84） 日程 2月13日㈬・28日㈭ 多摩平
図書館
（☎583‑2561） 日程 2月14日㈭
（ひよこタイム）
・27日㈬ 日野図書館
（☎584‑0467） 日程 2月20日㈬ 平山
図書館
（☎591‑7772） 日程 2月21日㈭
（ひよこタイム）百草図書館
（☎594‑
4646）日程 2月22日㈮
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スポーツ

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）

ID 1000974

①無料水中ウオーキングアドバイス
②無料スイミングアドバイス 日時
2月1日 ㈮ ①11:00〜11:30②11:30〜
12:00※直接会場へ 内容 ①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②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
骨盤なめらか体操教室 日時 2月の毎
週土曜日11:00〜12:00 会場 同館2階
定員 10人 費用 5回5,400円 の チ ケ ッ
ト購入制

スポーツボランティア養成講
座〜パラアスリート講演会
ID 1003187

2020年へ向けて、パラアスリート
のお二人から競技への思いなどをお
話しいただきます。
日時 2月2日㈯13:00〜14:00 会場 市民
の森ふれあいホール※直接会場へ
講師 石橋元気選手
（柔道）、窪野一
輝選手
（水泳）※いずれもあいおいニ
ッセイ同和損保㈱所属 定員 先着30
人 その他 8:45から同会場で開催のユ
ニバーサルスポーツ交流イベントで
選手たちと交流できます 問 文化ス
ポーツ課（☎514‑8465）

障 害 者 訪 問 学 級 事 業 紹 介〜
ボッチャ体験会 ID 1008290
市は、一人で外出することが困難
な障害をもつ市内在住者の学習機会
を保障するため、
講師を派遣していま
す。事業紹介と障害者理解を深める
ためユニバーサルスポーツ
「ボッチ
ャ」の体験会を開催します。
また、本事業の講師を随時募集し
ています。
日時 2月10日㈰13:30〜16:30 会場 生
活・保健センター※直接会場へ 内容
学級生の授業紹介、ボッチャ体験
問 障害者訪問学級
（名取☎592‑151

soudan@city.hino.lg.jp

かんたん検索 ! 市公式 HP に各記事の見出し横の ID 番号を入力

7）、市生涯学習課（☎514‑8765）

シニアスポーツ体験フェスタ
ID 1010742

日時 2月16日㈯9:00〜16:00 会場 市民

の森ふれあいホール 内容 各種スポー
ツの体験イベント 種目 バドミント
ン、卓球、バレーボール、インディア
カ、ビーチボール、ダンス、武術太極
拳、テコンドー、空手道、少林寺拳法、
剣道、スポーツ吹矢 対象 60歳以上の
市内在住・在勤者 申込 電話 問 日野
市体育協会事務局（☎582‑5770）

生活・環境

多文化共生市民講座〜異文化
の中で災害弱者をつくらない
ために外国人と日本人とで今
ID 1010980
できること
東日本大震災では、多くの外国人
も被災しました。避難指示の日本語
が分からない、地震は生まれて初め
て…。こうした災害弱者＝取り残さ
れる人々をつくらないように、今か
ら何ができるのでしょうか。
災害時を想定し、外国人と日本人
が協力して被害
軽減のためにで
きることを考え
る、参加型のワ
ークショップで
す。
日時 1月26日㈯13:00〜15:00 会場 生
活・保健センター 講師 荻村哲朗氏
（写
真・神奈川大学法学部非常勤講師）
対象 外 国 人、 日 本 人 ど な た で も
定員 申込制で先着60人 申込 1月17日
㈭から電話 問 日野市国際交流協会
事務局（☎586‑9511）

税の作文、税の標語および税
の書道展の優秀作品展示
ID 1010932

日程 2月1日㈮〜19日㈫ 会場 市役所1

階市民ホール 問 日野税務署
（☎585‑
5661）

第11回水辺のある風景日野50
選ガイドツアー ID 1011012

対象 3㌔以上歩ける小学生以上の市

日野産農産物を使った手作り
ID 1010945
パン教室

内 在 住 者（ 小 学 生 は 保 護 者 同 伴 ）
定員 先着20人 申込 1月17日㈭から電
話 問 緑と清流課 ( ☎514‑8309)

日時 2月4日㈪・5日㈫10:30〜13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンター

見て聞いて知ろう・くろかわシ
リーズ「黒川清流公園のむかし
からみらいへ」 ID 1010657

メニュー クリームチョコロールパン
な ど 定員 申 込 制 で 各 日 先 着10人
費用 2,500円 申込 竹内
（☎090‑7284‑
1947）へ電話 問 都市農業振興課（☎
514‑8447）

黒川地域の自然や風物、暮らし、
現在までの変化などについて、昔を
良く知る講師にお話しいただき、地
域のこれからについて考えます。
日時 2月2日㈯14:00〜16:00 講師 一ノ
瀬 正 彰 氏 定員 申 込 制 で 先 着40人
申込 1月17日㈭から電話※月曜休館
会場・問 カ ワ セ ミ ハ ウ ス
（ ☎581‑
1164）

東京しごとセンター多摩の就
ID 1003501
業支援
内容 平成30年度卒業予定または既卒

3年以内の方対象・合同企業説明会（2
月4日㈪立川市会場）ほか多数 その他
詳細はしごとセンター多摩 HP をご
覧ください。 問 しごとセンター多
摩（☎042‑329‑4524）

日野市ひきこもり対策支援事業
〜個別相談会 ID 1003811

春の草花・家庭果樹の管理講習会

日時 1月16日㈬13:30〜15:00、15:00〜

16:30 会場 市役所2階面接室 対象 6カ
月以上ひきこもりなどの状態にある
市内在住者と家族 定員 申込制で各回
1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）

日時 2月7日㈭13:30〜15:30 会場 緑化

交流センター 講師 濱田豊氏（元ＮＨ
Ｋ「趣味の園芸」講師）定員 申込制で
先着40人 申込 1月17日㈭8:30から電
話 問 日野市環境緑化協会（☎585‑
4740）

認知症サポーター養成講座・ス
テップアップ講座 ID 1003585

虹友カフェ

日時 2月10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）

日時 2月4日㈪13:00〜15:30 会場 愛の
家グループホーム日野万願寺 内容
基礎知識を学び、実践を通して応用
方法を演習 定員 申込制で先着10人
申込 電話 問 地域包括支援センター
せせらぎ（☎589‑3560）

農 園

使用者募集

■市民農園

4月1日〜平成33年1月31日（予定）※土地所有者の都合
により、期間短縮または閉園する場合あり
所在地・区画数 下図の通り※トイレ、水道、駐車場なし
対象 市内在住者※他の市民農園を使用している方を除く
定員 1世帯1区画
（20平方㍍）※申込多数の場合は1月30日㈬10:00
からひの煉瓦ホール（市民会館）で抽選。結果は2月中に通知
使用期間

－

－

ID 1008136

－

－

ID 1010621

育休復帰もやもや解消セミナー
ID 1010770

育休復帰前のもやもやとした不安
や悩みを解消したい方のためのセミ
ナーです。夫婦での参加も大歓迎！
日時 2月23日㈯10:00〜12:00 会場 多摩
平の森ふれあい館 講師 林田香織氏
（NPO 法人ファザーリング・ジャパ
ン理事）対象 育休復帰を控えている
方、育休復帰を控えるパートナーが
いる方 定員 申込制で先着30人 その他
1歳〜未就学児4人の保育あり（2月1
日㈮までに申し込み）※子供同席可
申込 男 女 平 等 課
（ FAX 584‑2748
danjyo@city.hino.lg.jp）へ 電 話、
ファクスまたは E メールで。住所、
氏名、電話番号を記入 問 男女平等
課（☎584‑2733）

催し

催し

日時 2月2日 ㈯9:30〜13:00 会場 一中
※直接会場へ 内容 一中生徒と小学
生がゲームを通して交流 対象 一中
へ入学予定の小学6年生 持ち物 上履
き、カレーライスを食べる皿、スプ
ーン、コップ 問 伊野
（☎587‑1419）

いずれも 対象 0〜2歳児、
3歳〜未就
学児または小学生以上 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

外国人のための日本語教室ボ
ランティア募集 ID 1004655
日野市国際交流協会では、外国人
のための日本語教室を開いていま
す。各クラスで外国人の日本語学習
を支援するボランティアを募集してい
ます。参加には同協会への入会が必
要です。詳細は問い合わせください。
平山クラス 日時 毎週火曜日10:00〜
12:00 会場 平山季重ふれあい館
火曜クラス 日時 毎週火曜日14:00〜
16:00 会場 生活・保健センター
土曜クラス・子どもクラス 日時 毎
週土曜日10:00〜12:00 会場 生活・保
健センター
問 同協会
（☎586‑9511）

問

日野市企業公社（☎587‑6321）

年6,000円
複数申込や友人などからの名前借り申し込みは禁止。
違反者は使用許可を取り消し
申込 1月25日㈮
（必着）までに〒191‑0052東豊田2‑34‑10日野市
企業公社へ 往復はがき で（1世帯1通）。往信用裏面に農園名（1箇所
のみ）、住所、氏名、連絡先電話番号を、返信用表面に住所、
氏名を記入
使用料
その他

－

－

自動車販売所

今回は根川・多摩川・浅川周辺の
水辺を訪れます。
日程 2月2日㈯ 集合 9:00多摩モノレ
ール甲州街道駅、12:00新井橋解散

10

