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趣味・教養

日野宿楽市楽座文化講座～重
陽の節

せ っ

供
く

� 1012625ID

日時 10月24日㈭～11月4日（振休）9:30
～17:00※10月28日㈪を除く。入館は
16:30まで 会場 日野宿本陣 内容 菊の
節句（供）とも呼ばれる旧暦9月9日の

「重陽の節供」に合わせ菊を使った室礼
（飾り付け） 費用 200円※小・中学生50
円 問 新選組のふるさと歴史館（☎583-
5100）

パソコン講習会（11月）
日時・内容 下表の通り 対象 ①以外は
文字入力ができる方 費用 ①～⑥各
2,778円⑦⑧各1,389円⑨926円※いず
れも税別、テキスト代含む その他 個
別指導（1時間1,389円※税別）あり 申込 
10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
①Word-1
文字変換など

11月10日㈰・17日㈰
10:00～12:00

②Word-3
地図の作成など

11月2日㈯・9日㈯
10:00～12:00

③Excel-2
グラフの変更など

11月8日㈮・15日㈮
10:00～12:00

④Excel-3
複合グラフ、関数など

11月22日㈮・29日㈮
10:00～12:00

⑤デジカメ-応用
写真の加工・合成など

11月2日㈯・9日㈯
13:00～15:00

⑥デジカメ-応用Ⅱ
GIMPを使用して写真の加工

11月16日㈯・30日㈯
13:00～15:00

⑦年賀はがき作成 11月16日㈯
10:00～12:00

⑧年賀はがき宛名印刷 11月30日㈯
10:00～12:00

⑨スマートフォン（お持ちの方）
アプリのダウンロードと使い方

11月17日㈰
13:00～15:00

新選組副長土方歳三ゆかりの
地を歩く�

　詳細は日野市観光協会 HP  をご覧く
ださい。
日程 11月3日㈷※小雨実施 集合 9:45 
JR南武線谷保駅、16:00京王線高幡不
動駅解散 コース 本田家住宅～谷保天
満宮～石田寺～土方歳三資料館～高幡
不動尊 定員 申込制で先着40人 費用 
2,800円（見学料、昼食代など） 申込 10
月15日㈫から同協会（FAX 586-8961   

info@shinsenhino.com）へファクス
またはEメールで。氏名、住所、年齢、
連絡先を記入 問 同協会（☎586-8808）

東部会館料理教室～しみじみ
美
お

味
い

しい秋冬野菜を使って…�
� 1000974ID

日時 11月2日㈯9:30～13:00 会場 東部
会館 メニュー まいたけご飯、芋煮汁、
鯖のホイル焼き、長芋と黄菊の二杯酢
あえ、栗蒸しようかん 講師 鈴木直美
氏（料理研究家） 定員 申込制で先着20
人 費用 1,000円 申込 10月16日㈬9:00か
ら電話 問 東部会館（☎583-4311）

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 11月6日㈬13:15～15:00 内容 映画
「斉木楠雄の災難」 対象 障害者および
ボランティア 定員 申込制で先着30人 
申込 10月16日㈬～11月5日㈫に電話※
土曜・日曜日、振替休日を除く 会場・問 
地域活動支援センターやまばと（☎
582-3400）

南多摩保健医療圏第2回脳卒中
市民公開講座～脳卒中の最新治
療と在宅医療� 1012468ID

日時 11月9日㈯14:00～16:00 会場 イオ
ンモール多摩平の森イオンホール 
講師 黒島義明氏（市立病院脳神経外科
部長）、望月諭氏（日野のぞみクリニッ
ク）など 定員 申込制で先着100人 申込 
11月6日㈬までに電話またはファクス 
問 東京都南多摩保健所保健医療担当

（☎042-371-7661 FAX 042-375-6697）

メーカーズキャラバン～食と健
康のアイデアソン� 1010551ID

　栄養や健康に関するケアを行う地域
密着型拠点やサービスの在り方につい
て、ワークショップ形式でアイデア出
しを行います。
日時 11月17日㈰10:00～18:00 会場 Plan 
T（多摩平の森産業連携センター）な
ど 内容 食べる・健康・地域共生に関す
る市内ミニツアー、アイデアソン 対象 
地域の食を通じた健康づくりに興味の
ある方 定員 15人※申込多数の場合は
抽選 申込 11月14日㈭までに産業振興
課（ sangyo@city.hino.lg.jp）へ Ｅ
メールまたは電話で。氏名、住所、電話
番号を記入 問 産業振興課（☎514-8442）

日野市高齢者作品展～作品募集
� 1010276ID

 作品展  日程 前期…11月22日㈮～24
日㈰、後期…11月26日㈫～28日㈭※そ
れぞれ別作品を展示 会場 ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）
 作品出展者募集  対象 おおむね60歳
以上の市内在住者 募集作品 絵画、書、
手工芸、写真など 出品数 1人2点まで
※作品の大きさや団体出展により調整
の場合あり 申込 10月15日㈫～31日㈭
に電話 問 日野市老人クラブ連合会（☎
080-4573-8853※平日9:00～17:00）

ひの煉瓦ホール（市民会館）か
ら 1000966ID
会場・問 同ホール（☎585-2011）

レ・フレール ノエル・ド・キャトルマ
ン2019 〜マジカルクリスマス  日時 12
月25日㈬18:30から 費用 5,000円※高校
生以下3,000円。当日500円増し。市民
割引4,500円（ひの煉瓦ホール・七生公
会堂での購入に限る）
 ひの亭煉瓦寄席〜プリンス会  日時 令
和2年2月1日㈯18:30から 出演 三遊亭
好楽、林家木久蔵、三遊亭王楽 費用 
2,800円※全席指定。当日200円増し
　いずれも チケット 10月12日㈯10:00
から市民会館、七生公会堂、チケット
ぴあで販売

生活・環境
認知症認定看護師が参加する
「ぬくもりテラス」へどうぞ
� 1010680ID

　お茶を飲みながら、認知症の方やそ
の家族、地域の方が気軽に交流できる

「ぬくもりテラス」に、認知症認定看護
師の林直哉氏（多摩平の森の病院）が参
加します。お気軽にお越しください。
日時 10月26日㈯13:00～16:00※入退場
自由 会場 南平駅西交流センター※直
接会場へ 費用 100円 問 同センター運
営委員会（野澤☎090-4052-5316）

自然観察会（10月）～秋風が心
地いい平山城址公園を散策し
よう� 1010285ID

日程 10月26日㈯ 集合 9:30平山城址公
園駅前、12:30平山城址公園解散 内容 
駅前から平山城址公園（西園・東園）を
散策※雨天の場合は平山季

すえ

重
しげ

ふれあい

館で室内学習会 講師 菱山忠三郎氏（八
王子自然友の会） 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 1家族300
円（資料代） 申込 10月15日㈫～25日㈮
に電話 問 緑と清流課（☎514-8307）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー� 1007770ID

日程 11月2日㈯ 集合 9:00百草園駅南口
階段下、12:00同所解散 コース 落川用
水本流～三沢中～落川用水支流～一の
宮用水ポンプアップ～落川遺跡公園 
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 10月16日㈬から
電話 問 緑と清流課（☎514-8309）

東京都環境局環境学習講座～
自然と人と出会う里山での一
日�

日時 11月4日（振休）10:00～16:00 会場 
カワセミハウス、東豊田緑地保全地域 
内容 自然観察やネイチャーゲーム、
クラフト体験などを楽しみながら交流 
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12人※申込多数の場合は抽選 
申込 10月23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）

日野産農産物や野菜を使った
手作りパン・飾り巻きすし教室

 手作りパン教室  1012050ID

日時 11月5日㈫・6日㈬10:30～13:30 
メニュー モンキーブレッドなど 費用 各
回2,800円
 飾り巻きすし教室  1011096ID

日時 11月12日㈫・13日㈬10:30～13:30 
メニュー バラ柄の巻きすしなど 費用 
各回3,000円
　いずれも 会場 七ツ塚ファーマーズ
センター 定員 申込制で各回先着10人 
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話 問 
都市農業振興課（☎514-8447）

来春卒業予定の未内定学生・
既卒者対象～新規大卒者等合
同就職面接会� 1010271ID

　企業90社が参加予定。当日会場で面
接ができます。
日時 11月6日㈬12:00～14:30、15:30～

18:00※入退場自由 会場 京王プラザホ
テル（八王子市）※直接会場へ 対象 大
学院・大学・短大・高専・専修学校などの
令和2年3月卒業予定者、既卒者（おお
むね3年以内） 持ち物 ハローワークの
紹介状・履歴書（写真貼付）を複数（面
接希望企業数分） 問 八王子新卒応援ハ
ローワーク（☎042-631-9505）

東京都公共職業訓練～多摩職
業能力開発センター八王子校
1月入校生募集� 1008142ID

募集科目 介護サービス科、電気設備
管理科 対象 求職中または転職を希望
する方（電気設備管理科はおおむね50
歳以上の方） 申込 10月24日㈭～11月21
日㈭にハローワーク八王子へ必要書類
を提出。詳細は問い合わせを
 同校見学会  日時 11月7日㈭・14日㈭
14:00から※直接会場へ 問 同校（☎04 
2-622-8201）

無料法律相談会～不安を安心
に� 1010391ID

日時 11月16日㈯10:00～16:00※相談時
間30分 会場 多摩パブリック法律事務
所（立川市） 内容 お金のトラブル、不
動産、相続など 定員 申込制で先着48
人 申込 10月28日㈪から電話 問 同法律
事務所（☎042-548-2450※月曜～金曜
日9:30～19:00）、市市長公室市民相談
担当（☎514-8094）

保育付きセミナー＆講習会～
パート・契約社員で働くとき
に役立つ基礎知識（①労働法
②雇用保険、社会保険や税金）
� 1010140ID

　詳細はお問い合わせください。
日時・内容 ①11月22日 ㈮ ②26日 ㈫ い
ずれも13:30～15:30…セミナー、15:30
～16:30…労働相談会 会場 関戸公民館

（多摩市） 定員 申込制で先着60人 その他 
保育、手話通訳あり（要申込） 申込 電
話 問 東京都労働相談情報センター（☎
042-643-0278）

わんわん教室～犬のしつけ
� 1007436ID

日時 11月3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 各10組※申込多数の場合は抽選 

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 10月25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）

健康
40代から始めようロコモ予防
教室� 1009978ID

日時 ①11月12日㈫②12月13日㈮いずれ
も10:00～11:30 会場 生活・保健センター 
内容 簡単料理の実演と試食、ロコト
レ（簡単な体操）※両日とも同一内容 
講師 健康課栄養士、サポートルーム
輝
かがやき

スタッフ 対象 おおむね40～69歳の
市内在住者※初めての方優先 定員 申
込制で各回先着18人 申込 ①10月17日
㈭～11月8日 ㈮ ②10月17日 ㈭～12月11
日㈬に電話 問 健康課（☎581-4111）

健康づくり推進員から～ウオーキ
ンググループ「秋川渓谷であき色
のあきる野を探す」� 1012307ID

日程 11月13日㈬※雨天中止 集合 9:30  
JR五日市線武蔵五日市駅改札口、12:30
秋川橋河川公園解散※直接集合場所
へ。解散後武蔵五日市駅まで案内あり 
コース 五日市ひろば～五日市憲法草
案碑～秋川沿いの道～佳月橋～広徳寺
～小和田橋～あゆみ橋（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へ）

福祉人材育成事業～施設職員
のためのメンタルヘルス講座
「ストレスと上手に付き合う」�
� 1006714ID

日時 11月15日 ㈮18:00～20:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 講師 妹尾和美氏

（明星大学人文学部福祉実践学科教授） 
対象 主に福祉業務に従事している市
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 10月16日
㈬～11月14日㈭に日野市民たんぽぽの
会（FAX 599-7203※土曜・日曜日、祝日
を除く）へ電話またはファクスで。氏
名、連絡先を記入 問 同会（☎599-7299）
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