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山歩き～今熊山（標高505㍍） 
日程�11月24日㈫�集合�9:15JR武蔵五
日市駅前2番バスのりば、14:00小峰
公園解散�コース�今熊山登山口～展
望台～今熊山頂～金剛の滝（昼食）（6
㌔）�費用�600円※会員500円。交通費
別途。弁当持参�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）

パソコン講習会（12月）
日時・内容�下表の通り�対象�文字入力
ができる方�費用�①～④各3,060円⑤
1,020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�11月24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��Word-1～文字変換、
簡単な案内文作成

12月13日㈰・20日㈰
10：00～12：00

②��Word-3～地図、写
真入り案内の作成な
ど

12月12日㈯・19日㈯
13：00～15：00

③��Excel-1～基本操作と
計算など

12月11日㈮・18日㈮
10：00～12：00

④��Excel-3～複合グラ
フなど

12月12日㈯・19日㈯
10：00～12：00

⑤��スマートフォン（お
持ちの方）～LINEの
操作

12月20日㈰
13：00～15：00

稲わら・竹細工講習会
日時�12月18日㈮午前の部…9:30か
ら、午後の部…13:30から�会場�緑化
交流センター�定員�申込制で各回15
人※申込多数の場合は抽選�費用�300
円�申込�12月3日㈭（必着）までに〒
191-0016神
明2-13-1（公
財）日野市環
境緑化協会
へ往復はが
きで。往信用
裏面に「稲わ

ら・竹細工講習会参加希望」、希望
する時間帯（第2希望まで）、氏名、住
所、連絡先を、返信用表面に郵便番
号、住所、氏名を記入※1枚につき1
人の応募�問�（公財）日野市環境緑化
協会（☎585-4740）

生活・環境
オンラインココロセミナー～
不安を和らげるセルフケアを
学ぶ 1014605ID

　9月12日に開催したセミナーの当
日の様子を動画配信します。
配信期間 �11月20日㈮～12月4日㈮�
内容・講師�講座「不安が教えてくれる
たいせつなこと」…渡辺べん氏（渡辺
べん心理相談室代表）、ミニワーク
「すぐに役立つ不安の対処法」…島
村繭子氏（つながりセラピー代表）�
申込�12月3日㈭までにEメール（ �
s-net@city.hino.lg.jp）または日野
市LINE公式アカウントから。Eメー
ルの場合はメールの件名:オンライ
ンココロセミナー申込、本文:URLを
送信するEメールアドレスを記入。
LINEの場合は右記QR
コードから�問�セーフ
ティネットコールセン
ター（☎514-8542）

「ひきこもり」や「生活の困り
ごと」の出張個別相談会
 1012326ID

　ひきこもりや、生活の困りごとな
ど、相談員がお話を伺いながら解決
の道筋を一緒に考え、関係機関と連
携しながらお手伝いをします。
日時�12月2日㈬10:30～16:30�会場�福
祉支援センター�定員�申込制で先着3
組�申込�12月1日㈫までに電話または
市役所2階セーフティネットコール
センター窓口へ※詳細は問い合わせ
を�問�セーフティネットコールセン
ター（☎514-8542）

みんなの環境セミナー～黒川
清流公園の冬を探そう！
 1012593ID

日程�12月3日㈭�集合�10:00カワセミ
ハウス、12:00同所解散�内容�市民環
境大学公開講座。黒川清流公園で湧
水の大切さや冬の野鳥について学ぶ�
講師�小倉紀雄氏（カワセミハウス館

長・東京農工大学名誉教授）、カワ
セミハウス職員�定員�申込制で先着
15人�申込�11月17日㈫からの9:00～17:�
15に電話※24日㈫・30日㈪を除く�
問�カワセミハウス（☎581-1164）

工作教室～木の実でつくろ
う！ 1015726ID

日時�12月5日㈯14:00～15:00�内容�木
の実を使った工作体験�対象�おおむ
ね5歳以上※未就学児は保護者同伴�
定員�申込制で先着15人�協力�日野植
物研究グループ、ひのどんぐりクラ
ブ�申込�11月17日㈫～28日㈯の9:00～
17:15に電話※24日㈫を除く�会場・問 �
カワセミハウス（☎581-1164）

カワセミハウス企画展～日野
の植物たち 1015509ID

日時�12月4日㈮・5日㈯9:00～21:30※
5日は17:00まで�内容�植物の写真・映
像、実物の展示�会場・問 �カワセミハ
ウス（☎581-1164）

見て聞いて知ろう・くろかわ
シリーズ「冬の雑木林で落ち
葉かき～落ち葉の役割を考え
よう」 1015508ID

日時�12月5日㈯9:30～12:00�会場�カワ
セミハウス、黒川清流公園（東豊田
緑地保全地域）�内容�黒川清流公園で
落ち葉かきを体験、講師から落ち葉
の話を聞き落ち葉の役割について考
える※雨天時は室内で講義のみ�講師�
飯島利三氏（雑木林ボランティア講
座講師）�対象�小学生以下は保護者同
伴�定員�申込制で先着12人�申込�11月
18日㈬からの9:00～17:15に電話※24
日㈫・30日㈪を除く�問�カワセミハ
ウス（☎581-1164）

ものづくり体験入校参加者募
集 1008142ID

　メカトロニクス科によるコンベア
装置制御の体験入校です。半日コー
スで参加しやすく、ものづくりの楽
しさを感じられる内容です。初心者
も大歓迎です。
日時�12月5日㈯9:45～12:00�会場�都立
多摩職業能力開発センター八王子校
（八王子市）�対象�入校を検討してい
る17～35歳の方�定員�申込制で先着
10人�申込�11月16日㈪からEメール
またはファクス※申込方法など詳細

は同校� HP�を参照�問�同校（☎042-
622-8201）

12月の自然観察会～クリスマ
スリースやお正月のしめ縄を
作ろう！ 1010285ID

日時�12月5日㈯9:30～12:30�会場�カワ
セミハウス�内容�温かい日差しの当
たる芝生広場で、リースとしめ縄を
作る※雨天時は室内�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25
人�費用�1人当たり300円（材料費）�申込�
11月17日㈫～12月4日㈮に電話�問�緑
と清流課（☎514-8307）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～Bさん（加害
者）は変われるのか？を考え
てみよう！ 1011384ID

日時�12月19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※12月9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）
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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

　性別に違和感がある、同性が好き
などのLGBTや、そうかもしれない
と感じている方、あるいはその家族
や友人向けに、お話や友達作りがで
きる場所です。
日時�12月20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�当事者、親族、
支援者�問�男女平等課（☎584-2733）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1012207ID

日時�12月7日㈪・8日㈫10:30～13:30�
会場�七ツ塚ファーマーズセンター�
メニュー�クリスマスパンとクッキー
など�定員�申込制で各日先着10人程度�

費用�各日3,000円�申込�竹内（☎090-
7284-1947）へ電話�問�都市農業振興
課（☎514-8447）

新規大卒者等就職面接会
 1010271ID

日程�11月27日㈮�会場�八王子市学園
都市センターイベントホール（八王
子市）�対象�2021年3月大学院・大学・
短大・高専・専修学校（専門課程）な
どの卒業予定者および卒業後おおむ
ね3年以内の既卒者�定員�申込制で先
着40人�申込�11月26日㈭17:00までに
来所または電話�問�八王子新卒応援
ハローワーク（☎042-631-9505）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011096ID

日時�12月1日㈫・2日㈬10:30～13:30�
会場�七ツ塚ファーマーズセンター�
メニュー�クリスマスとお正月の絵柄
など�定員�申込制で各日先着10人程
度�費用�各日3,000円�申込�竹内（☎090-
7284-1947）へ電話�問�都市農業振興
課（☎514-8447）

令和2年度特別展 「日野の剣士たち～浪士組と農兵隊」
新選組のふるさと歴史館

■関連行事
 講演会「多摩地域における在村文化と剣術の普及」 
日時�12月19日㈯14:00～16:00�会場�生活・保健センター
講師�吉岡孝氏（國學院大學教授）�定員�申込制で先着50人
費用�100円（資料代）
申込�11月17日㈫から電話またはEメール（ �shinsenr@city.
hino.lg.jp）

　新選組のふるさと歴史館では昨年、没後150年特別展『土方歳三』を開催し、全国か
ら多くの方にお越しいただきました。今年は土方歳三だけではなく、幕末に活躍した

「日野の剣士」たちに注目した特別展を開催します。
　幕末、日野宿では剣術「天然理心流」を学ぶ者が多くおり、新選組の前身である浪士
組には、日野から土方歳三・井上源三郎・馬場兵助らが参加しました。そして、土方・
井上は京都に残り新選組として活躍し、馬場は江戸に戻り新徴組として活動し、その
後庄内藩士として戊辰戦争で戦いました。これに対し、多摩地域に残った者は農兵隊
などとして地域の治安を守りました。
　特別展では日野の剣士たちに関する資料から、時代に翻弄されながらも、それぞれ
の場所で活躍した日野の人々について紹介します。そして、「武士」ではない「農民」が
剣術を学んだことにより時代にどのような影響を与えたのかを考察します。また、特
別展開催に合わせ、関連講演会も開催します。
日時�12月15日㈫～令和3年2月21日㈰9:30～17:00（入館は16:30まで）※月曜日（月曜日が
祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月4日）を除く
会場�新選組のふるさと歴史館
入館料�200円※小・中学生50円

1015550ID 　問�新選組のふるさと歴史館（☎583-5100）
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15 14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
今号に関するお問い合わせ　日野市役所　代表☎ 585－1111　FAX 581－2516　 soudan@city.hino.lg.jp


