
催 し
記念行事・フェスタ・複合イベント
七ツ塚ファーマーズセンター
開設5周年記念イベント～暮
らしのこと市
日時 10/22㈰ 10:00～15:00
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 手作り品販売、野菜販売、野
菜収穫体験
問 NPO法人めぐみ（山本☎090-
3237-0159）、市都市農業振興課（☎
514-8447）

大空祭
日時 10/29㈰ 9:30～14:30
会場 つばさ、やまばと（旭が丘）
内容 即売会、模擬店、ステージ発表、
移動水族園など
その他 詳細は（社福）おおぞら HP  参照
問 （社福）おおぞら（☎582-3400）

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）

 無料水中ウオーキングアドバイス 
日時 10/6㈮ 11:00～11:30※直接会場
へ。入場料別途
 無料スイミングアドバイス 
日時 10/6㈮ 11:30～12:00※直接会場

へ。入場料別途
 はじめての水中ウオーキング 
日時 10/20㈮・27㈮ 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 10/12㈭までに電話

障害者スポーツ体験教室
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

日時・種目 ①10/10㈫…シッティン
グバレー ②24㈫…ダンスいずれも
14:00～16:00 会場 市民の森ふれあい
ホール※直接会場へ 講師 東京ヴェ
ルディ1969フットボールクラブ㈱ 
対象 行き帰りが自力で行える小学生
以上の市内在住・在勤・在学者 定員 
各日先着20人
 ボランティア募集 内容 参加者補
助、会場設営など 対象 18歳以上の
市内在住・在勤・在学者 定員 各日
若干人 申込 電話

ハンドロウル教室～カーリング
を床上で行う屋内スポーツ
日時 10/10㈫・24㈫ 14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
講師 住友不動産エスフォルタ㈱
定員 各日先着15人
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

ちょこっとウオーキング～親子
で多摩動物公園ウオーキング
日程 10/22㈰※小雨実施
集合 10:00潤徳小南門※直接集合場
所へ
コース 向島用水親水路～高幡図書館
前～程久保川右岸～多摩動物公園
（約3㌔）
持ち物 雨具、飲み物
その他 参加者に「ひの新選組ポイン
ト付与シール」をプレゼント
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

市民体育大会～インディアカ競技
日時 10/29㈰ 9:00から
会場 南平体育館
種目 混合の部、女子の部
対象 小学校6年生以上の市内在住・
在勤・在学者、協会員
費用 500円※10/14㈯ 19:00から南平
駅西交流センターで開催する主将会
議で徴収

問 日野市インディアカ協会（首藤☎
591-6947）

平山台文化スポーツクラブから
会場 平山台健康・市民支援セン
ター 申込 電話 問 平山台文化スポ
ーツクラブ（☎506-9979）
 英会話教室  日時 毎週土曜日13:45
～15:15と15:30~17:00 費用 月4,000円
 バドミントン教室  日時 ①毎週月
曜・木曜日9:30～12:00 ②毎週月曜・
金曜・日曜日13:30～16:00 ③毎週金
曜日18:30～20:30 対象 小学5年生以
上 費用 500円※中学生以下200円。
会員割引あり その他 ③のみバドミ
ントン連盟指導員の指導あり
 グラウンドゴルフ教室  日時 毎週
月曜・木曜日、毎月第2・第4火曜日
9:30～11:30 費用 200円※会員100円

趣味・教養
ひの煉瓦ホール（市民会館）ロ
ビー 100歳のピアノによるお
昼のミニコンサート
日時・出演 10/14㈯…齊藤州重氏（バ
リトン）・浅井文氏、28㈯…長谷川
エミ氏。いずれも12:30～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

七生公会堂ホワイエライブ
日時 10/11㈬ 15:00～16:00
出演 ラポア（MARKA&YUKA）
定員 先着50人
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

七生公会堂かわせみ寄席～
古今亭志ん朝の名演上映
日時 10/19㈭ 15:00～16:00
定員 先着50人
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

女性防災リーダー育成講座～あなた
の力で地域の防災力をアップする
日程・内容・講師  右表の通り
時間 10:00～12:00
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 地域防災に関心のある女性市民
定員 申込制で先着20人
その他 1歳～未就学児先着4人までの
保育あり（10/20㈮までに申し込み）
申込 10/25㈬までに男女平等課（
danjyo@city.hino.lg.jp）へ電話ま
たはメールで。住所、氏名、電話番
号を記入

日程 内容 講師

11/2㈭

講演会～「女性の
視点」で地域の防
災力がアップす
る！※本講演会の
みどなたでも参加
可（定員60人）

浅野幸子氏
（減災と男女
共同参画研修
推進センター
共同代表）

10㈮

講義「日野市内女
性防災リーダーに
学ぶ～五小防災会
の取組」

平田康代氏
（五小防災会）

講義「防災安全課
職員が語る～日野
市の地域防災」

市防災安全課
職員

17㈮ 講義～災害時のト
イレ・衛生対策

高橋聖子氏
（国際防災コ
ンサルタント）

24㈮

講義「まとめ講座
～あなたの力で地
域の防災力をアッ
プする！」

瀬山紀子氏
（埼玉県男女共同
参画推進センター
事業コーディネー
ター）

問 男女平等課（☎584-2733）

パープルリボンを一緒に作りな
がら自由に語り合いませんか
　パープルリボンは、ドメスティッ
クバイオレンス（DV）防止の啓発に
使われています。おしゃべりをしな
がら、パープルリボンでかわいい作
品をつくり、実は身近にあるDVに
ついてともに考えていきましょう。
日時 10/20㈮ 15:00～19:00※入退場
自由
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）など
対象 中学生以上の女性
問 男女平等課（☎584-2733）

女性限定傷ついた心の回復を目
指す講座「人との関係①境界線」
日時 10/21㈯ 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）など
費用 500円（資料代）
その他 1歳～未就学児の保育あり。
手話通訳あり（10/11㈬までに電話、
FAXで申し込み）
問 男女平等課（☎584-2733 FAX 584-
2748）

3Dプリンター活用教室
　話題のものづくりツール「3Ｄプリ
ンター」を活用し、アイデアを形に

する方法を学ぶ教室です。教室の中
で設計したデータは、3Ｄプリンタ
ーにより造形を行います。
日時 10/21㈯ 10:00～15:00
会場 PlanT（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 小学5年～中学生と保護者
定員 申込制で先着4組
申込 10/3㈫から日野市商工会（☎581-
3666 FAX 586-6063  mn.kobayashi
@shokokai-tokyo.or.jp）へ電話、
FAXまたはメールで。住所、氏名、
学年、電話番号を記入
問 産業振興課（☎514-8442）

東部会館料理教室～実りの
秋・秋冬野菜たっぷりの和風
料理
日時 10/28㈯ 9:30～13:00
会場 東部会館
メニュー  里芋とタコの柔らか煮、北海
汁など
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 10/4㈬ 9:00から電話
問 東部会館（☎583-4311）

オープンデータアイデアソン
　市では、地域企業活動の活性化な
らびに行政への参加・協働を促進さ
せる手法の一つとして、オープンデ
ータの取り組みを行っています。
　オープンデータを皆さまに知って
もらうため、東京都と一緒に、日野
市の課題を、データを活用しながら
解決するためのアイデアを発掘する
ワークショップ（アイデアソン）を開
催します。
日時 11/12㈰ 9:00～18:00
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 ①本人も家族も安心できる「認知
症の方の外出」支援 ②だれでも気軽に外
出できる「トイレの機能情報」の充実
定員  80人
その他優れたアイデアをまとめたグ
ループには、記念品を授与。
申込 10/27㈮までに東京都オープン
データ HP  から申し込み
問 東京都総務局情報通信企画部（☎
03-5388-2518）、東京都オープンデータ
アイデアソン事務局（☎03-5776-1266）

日程 10/21㈯
集合 10:00イオンモール多摩平の森
広場内イオンツリー、13:00PlanT（多
摩平の森産業連携センター）解散
定員 20人※申込多数の場合は抽選
費用 100円（写真現像代）※パン購入
費など実費
申込 10/3㈫～12㈭ (必着)に〒191-

0011日野本町1-6-2日野市地域協働
課（ FAX 581-4221  ckyodo@city.
hino.lg.jp）へはがき、FAX、電話
またはメールで。氏名、年齢、連絡先、
参加人数を記入
問 二中地区アクションプラン実行
委員会事務局(地域協働課☎581-
4112)

二中地区アクションプラン
二中地区ブランニング!!!
写真を撮りながらこのまちを知る愉快な市民とともに歩
くブラブラまち歩き

第1弾・パン屋激戦区！パン屋さん巡りまち歩き

日時 10/25㈬①10:00～14:30②
14:30～16:00
会場  八王子市学園都市センター
内容  ①今日求められる保育士像
の講義や先輩保育士の体験談な
ど、就職に役に立つ話 ②日野市
および近隣市の民間保育園がブ
ース出展。人事担当者と直接面談
対象  保育士資格をお持ちの方ま
たは資格取得見込みの方
その他 履歴書不要、服装自由、
入退場自由
問  東京都保育人材・保育所支援
センター（☎03-5211-2912）

保育士
就職支援研修・
就職相談会
（八王子会場）
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