
催 し催 し
スポーツ

東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室 1000974ID
問 東部会館温水プール（☎583-
5266※9:30～20:30）

日時 毎週土曜日11:00～12:00 会場 同
会館 定員 申込制で先着5人 費用 5回
で5,500円のチケット購入制 申込 電
話

ターゲットバードゴルフ体験
教室� 1009802ID

日時 9月24日㈭、10月1日㈭・6日㈫・
8日㈭10:00～12:00※希望者は13:00
からの午後教室に参加可。1回のみ
の参加可 会場 多摩川グラウンド 
内容 コースラウンド体験、ショッ
ト体験、実技指導 対象 初心者歓迎 

定員 申込制で先着20人 その他 用具
貸し出しあり。駐車場利用は有料 
申込 9月23日㈬までに電話 問 グラウ
ンド等指定管理者（株）フクシ・エン
タープライズ（☎514-9178）

スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～日野橋を渡
ろう� 1012584ID

日程 9月27日㈰※荒天中止 集合 8:45
八坂神社(日野本町）、12:00京王線高
幡不動駅北口解散※直接集合場所へ 
コース 甲州街道～立日橋～日野橋～
北川原公園～新クリーンセンター～
東部会館～新井橋～向島公園（約8
㌔） 持ち物 飲み物、タオル、マスク、
帽子、雨具 その他 動きやすい服装、
マスク着用で。自宅での朝の検温を 
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

生活・環境
カワセミハウス写真展「日野
の魚たち」� 1015120ID

日時 9月20日㈰～26日㈯9:00～21:30
※26日は15:00まで 内容 日野市の川
や用水に生息する魚たちを写真で紹
介（写真提供・鶴田大三郎氏） 会場・問  
カワセミハウス（☎581-1164）

自然観察会（9月）～初秋の百
草・倉沢を訪ねよう
� 1007973ID

日程 9月26日㈯※雨天中止 集合 9:30
百草園駅前、12:30倉沢バス停前解
散 内容 年々少なくなっている野菊

（ユウガギク、ノコンギク）の花や色
づきだした木の実を観賞 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20
組 費用 1家族300円（資料代） 申込 9
月17日㈭～25日㈮に電話 問 緑と清
流課（☎514-8307）

水と緑の日野・市民ネットワー
ク主催シンポジウム「ヨーロッ
パの水車と日本の水車～用途
と仕組み」　� 1009680ID

　市の用水には、つい70年前まで57
台もの水車が動き、精米などの動力
としてなくてはならないものでし
た。水車を通して、市の貴重な水と
緑について考えます。
日時 9月26日㈯13:00～17:05 会場 カワ

セミハウス※直接会場へ 内容・講師 
基調講演「ヨーロッパの水車と日本
の水車～用途と仕組み」…小坂克信
氏（産業遺産学会・水車と臼分科会
代表）、話題提供①「日野市の水車」
…上野さだ子氏（日野の古文書を読
む会会長）②「向島用水の水車で環境
学習」…多田啓介氏（日野の水車活
用プロジェクト代表）③「用水でマイ
クロ水車発電を」…塩澤豊志氏（小
水力発電を実現する市民の会代表）
④「日野市内の田んぼと用水の変遷
と現状」…北村敏氏（日野水の会） 
問 緑と清流課（☎514-8307）

令和2年度日野市ひきこもり�
対策支援事業～第1回セミナー
� 1015276ID

　例年9月下旬に行っているひきこ
もりセミナーを、今年はオンライン
形式で開催します。
配信開始 10月下旬（予定）視聴方法 市
公式YouTubeにて配信 その他 内容
など詳細は決まり次第、広報、市 
HP にて随時お知らせ 問 セーフティ
ネットコールセンター（☎514-8542）

日野市福祉のしごと相談会
　高齢・障害・保育などの福祉現場
職員へ直接質問をすることができる
機会です。福祉の仕事に就きたい方
はぜひご参加ください。
日時 10日2日㈮12:45～15:30※新型
コロナウイルス感染拡大状況によ
り、開催を中止する場合あり。中止
の場合は3日前までに日野市社会福
祉協議会 HP にてお知らせ 会場 イオ
ンモール多摩平の森3階イオンホー
ル その他 ハローワーク八王子・東
京都福祉人材センター共催 申込 電
話または下記QRコードから。氏名、
電話番号を記入 問 日野
市 社 会 福 祉 協 議 会（ ☎
582-2319）

日野市民でつくる防災・減災
オンラインフォーラム

日時 10月3日㈯①9:30～10:30②11:00
～12:00③13:00～14:00④14:30～15:30 
内容・講師 ①新型コロナウイルス下
における避難所での感染対策…浦野
愛氏（NPO法人レスキューストック
ヤード常務理事）、尾島俊之氏（浜松
医科大学教授）②水害その時、地域

の助け合いの実践…吉澤武志氏（宮
城県丸森町筆甫地区振興連絡協議会
事務局長）③3.11の教訓から学ぶ判
断力…佐藤敏郎氏（スマートサプラ
イビジョン理事）④防災減災オンラ
インシンポジウム 定員 ④のみ申込
制で先着50人 申込 9月30日㈬までに
日野市社会福祉協議会 HP の申込フ
ォームまたは右記QRコー
ドから 問 日野市ボランティ
ア・センター（☎582-2318）

女性限定・傷ついた心の回復を
めざす講座～トラウマと向き合
う方法を知ろう� 1011384ID

日時 10月17日㈯13:30～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ 
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了・社会福祉
士）など その他 1歳～未就学児の保
育、手話通訳あり※10月7日㈬まで
に電話またはファクスで申し込み。
手話は要相談 問 男女平等課（☎584-
2733 FAX 584-2748）

虹
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カフェ～LGBTとその家族・
友人のためのコミュニティース
ペース� 1013734ID

日時 10月18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 対象 本人、親族、支
援者 問 男女平等課（☎584-2733）

子ども・保護者向け
ひとり親支援セミナー～アフ
ターコロナを生きぬくために
� 1013075ID

　コロナの影響も踏まえたひとり親
家庭の現状を確認しつつ、心の健康
をどう保っていくか、ライフスタイ
ルをどう見直すべきか、アフターコ
ロナを生きぬくための知恵をアドバ
イスしていただきます。
日時 10月24日㈯10:00～12:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 講師 秋田文子
氏（特定非営利活動法人はぴシェア
理事長） その他 1歳6カ月～未就学児
先着3人までの保育あり。9月25日㈮
までに申し込み 申込 10月23日㈮ま
でに電話またはEメール（  s-net 
@city.hino.lg.jp）※当日参加可 問 
セーフティネットコールセンター

（☎514-8546）

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう
� 1009504ID

日時 10月7日㈬14:00～15:00 内容 ふ
れあい遊び、おしゃべり 対象 「はぴ
はぴ」の利用が初めての方、生後5カ
月までの乳児と母親または妊娠中の
方 定員 申込制で先着3組 申込 9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）

趣味・教養
パソコン講習会（10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 ①～⑩各
3,060円⑪⑫1,530円⑬1,020円※いず
れもテキスト代含む その他 個別指
導（1時間1,530円）あり 申込 9月23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
① 初めてのパソコン（基本

操作）～電源の入切、マ
ウス操作、文字入力

10月31日㈯、 11月7日㈯
13：00～15：00

② Word-1～ 文 字 変 換 な
ど

10月2日㈮・9日㈮
10：00～12：00

③ Word-2～ 文 章 作 成、
表作成など

10月16日㈮・23日㈮
10：00～12：00

④ Word-3～ 地 図 の 作 成
など

10月30日㈮、 11月6日㈮
10：00～12：00

⑤ Word-3～ 地 図 の 作 成
など

10月3日㈯・10日㈯
10：00～12：00

⑥ Word-4～ページ番号、
ふりがななど

10月17日㈯・24日㈯
10：00～12：00

⑦ Excel-1～基本操作と計
算など

10月4日㈰・11日㈰
10：00～12：00

⑧ Excel-2～グラフの変更
など

10月18日㈰・25日㈰
10：00～12：00

⑨ Google・Gメールの使
い方～Google検索など

10月3日㈯・10日㈯
13：00～15：00

⑩ Scratch で プ ロ グ ラ ミ
ング入門～操作説明と
ミニゲームをつくる

10月31日㈯、 11月7日㈯
10：00～12：00

⑪ 年賀はがき作成 10月17日㈯
13：00～15：00

⑫ はがき宛名印刷 10月24日㈯
13：00～15：00

⑬ スマートフォン（お持ち
の方）～基本操作、電話・
メール

10月18日㈰
13：00～15：00

庭木の手入れ講習会
日時 10月2日㈮9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 佐々木康氏（日野
緑進会） 定員 申込制で先着20人 申込 
9月17日㈭から電話 問 （公財）日野市
環境緑化協会（☎585-4740）

平山台文化スポーツクラブから
� 1003186ID

　詳細はお問い合わせください。
 絵画教室 
日時 9月26日㈯、10月8日㈭13:30～
16:00 会場 平山台健康・市民支援セ
ンター 講師 神野叙一氏（市民水彩画
家） 費用 600円※会員500円
 山歩き～官の倉山を歩く 
日程 9月29日㈫ 集合 7:45JR八王子駅
八高線ホーム前寄り（8:00発川越行）、
14:00小川町解散 コース 東武竹沢駅
～三光神社～天王沼～官の倉峠～官
の倉山（昼食）～石尊山～北向き不動
～八幡神社（6㌔） 費用 600円※会員
500円。交通費自己負担。弁当持参
 書道教室 
日時 毎月第2・第4月曜日14:00～16: 
00 会場 平山台健康・市民支援セン
ター 講師 赤利信子氏（読売書道会・
会友） 費用 700円※会員600円
　いずれも 申込 電話、ファクスまた
はEメール 問 同クラブ（☎・FAX 506-
9979  hirayamadai@hop.ocn.
ne.jp）

水辺のある風景
日野50選

ガイドツアー
日野市内を対岸から見てみよう

1015074ID

▲諏訪神社湧水

日程 10月10日㈯ 集合 9:00多摩モノ
レール柴崎体育館駅、12:00多摩
大橋解散 コース  普済寺～昭和用
水～築地の渡し～多摩大橋～諏訪
神社 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 
9月18日㈮から電話 問 緑と清流課

（☎514-8309）

　新型コロナウイルスの感染拡
大に伴い、経営上深刻な影響を
受けている市内の中小・小規模
事業者に対し、中小企業診断士
による経営相談会を開催します。
また、下記の日程以外では、日
野市商工会で経営相談会を実施
しています。

 中小企業診断士による相談 
　経営に関する相談や、各種支
援制度や補助金、助成金活用、
書類の作成などの相談に応じま
す。
日時 9月25日㈮、10月7日㈬・12日
㈪・19日㈪・28日㈬、11月9日㈪・
11日㈬・27日㈮、12月2日㈬・9日
㈬・14日㈪・21日㈪10:00～12:00、
13:00～16:00※1人1時間 会場 市役
所1階市民相談室 申込 電話 問 日
野市商工会（☎581-3666）

1014454ID

経営相談会

新型コロナウイルス
感染症対応事業者向け
緊急経済支援策
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