
テム科、精密加工科など13科目同セ
ン タ ー 八 王 子 校（ ☎042-622-8201）
科目 自動車整備工学科、メカトロ
ニクス科など6科目同センター府中
校（☎042-367-8201）科目 組込みシス
テム技術科、ネットワーク施工科な
ど7科目
　いずれも 募集期間 1/10㈫～2/3㈮
その他 詳細は各センターに問い合わ
せを

の森ふれあい館※直接会場へ 講師
吉川しおり氏（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※1/11㈬までに
電話 問 男女平等課（☎584-2733）

4月入校職業訓練生徒募集
多摩職業能力開発センター（昭島市）

（☎042-500-8700）科目 計測制御シス

生活・環境
市内中学生作成の薬物乱用防
止ポスターを展示
日時 12/21㈬～25㈰9:00～17:00※25
は13:00まで 会場 ひの煉瓦ホール

（市民会館）※直接会場へ 問 健康課
（☎581-4111）

自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会
日時 12/25㈰14:00～16:00 会場 関戸公
民館（多摩市）※直接会場へ 内容 大切
な人を自死で亡くされた方が集い、気
持ちや思いを分かち合う 問 セーフテ
ィネットコールセンター（☎514-8542）

日野市自殺対策啓発事業講演
会「苦しみは歓びをつくる～
ハンセン病と共に75年」

　ハンセン病に侵された方々の人権回復
のための運動を続けた平沢さん。その人
生を語る講演会を開催します。
日時 1/18㈬14:00～16:00 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）※直接会場へ 講師
平沢保治氏（国立ハンセン病資料館運
営委員）定員 先着150人 問 セーフテ
ィネットコールセンター（☎514-8542）

ビジネスチャレンジセミナー
～システム・アプリを企画開
発する先輩経営者の独立起業
から現在までの体験談
日時 1/17㈫18:00～20:30 会場 PlanT

（多摩平の森産業連携センター）内容
創業体験談、トークセッション講師
森巨無氏（㈱Grander代表取締役）
対象 創業予定、創業後間もない方
定員 申込制で先着20人 その他 1歳
～未就学児の保育あり※1/6㈮までに
申し込み 申込 12/19㈪から産業振興
課（ FAX 583-4483 sangyo@city.
hino.lg.jp）へ電話、FAXまたはメー
ルで。氏名、住所、電話番号を記入
問 産業振興課（☎514-8442）

女性限定講座「DV・いじめな
どトラウマからの回復を目指
して～傷ついた経験を力（ち
から）に変えませんか」

　1月のテーマは「Bさん（加害者）とは」
です。
日時 1/21㈯14:00～16:00 会場 多摩平

子供・保護者向け
まゆ玉を作ろう

　当日11時からどんど焼きで、作
成したまゆ玉団子を焼くことができ
ます。
日時 1/14㈯9:30～11:00 会場 中 央
公民館高幡台分室 講師 三中地区青
少年育成会 定員 申込制で先着20人
申込 12/20㈫から電話問 郷土資料

館（☎592-0981）

図書館おはなし会（１月）
中央図書館（☎５８６-０５８４） 日程 11㈬・
26㈭高幡図書館（☎５9１-7３２２ 日程 11
㈬・18㈬多摩平図書館（☎５８３-２５６１）
日程 12㈭（ひよこタイム）・25㈬平山
図書館（☎５9１-777２）日程 19㈭（ひよ
こタイム）百草図書館（☎５9４-４６４６）
日程 27㈮
　いずれも 対象 0～2歳児、3歳～未
就 学 児、 小 学 生 以 上 の い ず れ か
その他 ひよこタイムは乳幼児連れ
の保護者が、気兼ねなく来館できる
時間。詳細は各館に問い合わせまた
は図書館HP参照

趣味・教養
パソコン講習会（１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 その他 3
人から開講。個人指導（1,500円※訪
問2,500円）あり 申込 12/22㈭（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 シルバー人
材センター（☎581-8171）

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」
日時 1/20～2/17の毎週金曜日13:30
～16:00 会場 中央福祉センター 対象
ボランティア活動に関心のある方
定員 30人※申込多数の場合は抽選
費用 3,000円※1/20に徴収 申込 1/13
㈮（必着）までに〒191-0011日野本町
7-5-23日野市ボランティア・センタ
ー（ FAX 582-0082 hino-vc@hinos
uke.org）へはがき、FAXまたはメ
ールで。氏名（ふりがな）、年齢、性
別、住所、電話番号、参加の動機を
記入 問 日野市ボランティア・セン
ター（☎582-2318）

伸びゆく日野市写真コンクー
ル作品募集

　平成28年の間に撮影した自慢の1
枚をぜひご応募ください。市内およ
び大成荘で撮影した未発表の単写真
が対象です。
その他 入賞作品の著作権は撮影者、
使用権は主催者に帰属※審査発表は
2月中旬 申込 1/13㈮（必着）までに
〒191-0011日野本町2-15-9日野市観
光協会へ郵送または持参 問 同協会

（☎586-8808）

「第１0回新選組書展」作品募集
　新選組ゆかりの文字を書く筆文字
コンクールです。全ての応募作品は
3/1㈬～4/9㈰に新選組のふるさと歴
史館で開催する第10回新選組書展で
展示します。また、入賞者には記念
品を進呈するほか、応募者全員に新
選組のふるさと歴史館招待券を差し
上げます。
課題「誠」「芸州広島表え罷越候」「会
津」のいずれか応募 応募規定 1人1
点。半紙大（約33セン×24センチ）の
用紙に書いた作品に学年・名前（高
校生以上は名前のみ）、雅号（ある方）
を記入※応募作品は返却不可。著作
権は日野市に帰属 審査発表 2/28㈫
に同館および同館 HPで公表 申込
1/31㈫（消印有効）までに〒191-0016
神明4-16-1新選組のふるさと歴史館
へ作品、応募用紙（同館にあり。同
館 HPからダウンロード可）、定形の
返信用封筒（82円切手を貼り住所・
氏名を記入）を郵送 問 同館（☎583-
5100）

都民芸術フェスティバル～
都民寄席

日時 3/16㈭18:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）出演 桂歌丸、柳
家 さ ん 喬 な ど 申込 1/6㈮（ 消 印 有
効）までに〒160-0023新宿区西新宿6
−12−30芸能花伝舎2階落語芸術協会
内都民寄席実行委員会へ 往復はがきで。
往信用裏面に住所、氏名、年齢、電
話番号、実施日、会場名、希望人数
（1枚2人まで）を、返信用表面に住所、
氏名を記入問 都民寄席実行委員会

（☎03-5909-3081）

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）
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
1/6㈮ ①11:00～11:30②11:30～12:00
※いずれも直接会場へ 費用 入場料
アクアエクササイズ（水中ウオーキ
ング＆水中運動）日時 1/6～27の毎
週金曜日Aコース10:00～11:00Bコー
ス13:00～14:00 定員 申込制で各コー
ス先着20人 費用 5枚5,400円のチケ
ット購入制※入場料別途

健康
健康づくり推進員ウオーキ
ンググループ～ひの煉瓦の
歴史を訪ねて・その２
日程 1/11㈬※雨天中止 集合 9:30新
町交流センター、12:30諏訪の森公
園（立川市）解散※直接集合場所へ。
解散場所から立川駅まで案内あり
コース 池堀公園～トウカエデの連理
木～市民の森スポーツ公園～多摩川
緑地～多摩川鉄橋下～柴崎水路～め
がね橋～諏訪神社（約7キロ）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）

全国コンクール出場記念ミニコンサート
七生緑小学校合唱団

　第８３回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール全国コンクールに七生緑小
学校合唱団が出場し、４年連続で金賞を受賞しました。４連覇を記念
して市民の皆さまに向けたミニコンサートを開催します。

番号・講座名 日　　時 費　用
①パソコン入
　門・Ｗｏｒｄ
　入門

１/１３〜２/３の
毎週金曜日
１０：００〜１２：００

各６,０００円②Ｗｏｒｄ
　基礎・応用

１/１４〜２/４の
毎週土曜日
１０：００〜１２：００

③Ｅｘｃｅｌ
　入門・基礎

１/１５〜２/５の
毎週日曜日
１０：００〜１２：００

④Word�
　応用Ⅱ

１/２１㈯・２８㈯
１３：００〜１５：００ ３,０００円

催 し

年末年始の催し
暮れの野菜即売会

　新鮮な日野産野菜が勢ぞろいする
年末恒例の野菜即売会です。
日野農産物直売所
日時 12/28㈬・29㈭9:00から※売り切
れ次第終了 会場・問 JA日野農産物
直売所（☎583-2115）
ＪＡ東京みなみ七生支店
日時 12/28㈬9:00から※豚汁の配布
あり。荒天の場合は29㈭ 会場・問
JA東京みなみ七生支店（☎591-2012）
ふれあい即売
日時 12/25㈰・26㈪10:00から※売り切
れ次第終了 会場 多摩平第七公園 問
JA東京みなみ日野支店（☎583-5670）

青少年育成会から
二中地区〜初日の出ふれあいマラソ
ン
日時 1/1㈷5:50から※雨天中止 集合
多摩平第一公園 コース 平山橋～平
山城址公園（約7㌔）その他 完走後お
しるこあり 問 大山（☎582-3465）
七生中地区〜初日の出マラソン
日時 1/1㈷5:50から※雨天中止 集合
七生中食堂 コース 一 番 橋～浅川
土手～ふれあい橋～新井橋～七生中

（ 約6 ㌔ と8.7 ㌔ の コ ー ス あ り ）
その他 完走後おしるこあり 問 宮下

（☎592-4663夜間）

日程 1/21㈯18：00から（開場は17：30から）会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
定員 700人※申込多数の場合は抽選 申込 1/6㈮（消印有効）までに〒191-8686
日野市神明1-12-1日野市文化スポーツ課ミニコンサート担当へ往復はがきで。往
信用裏面に郵便番号・住所・参加者全員の氏名・電話番号を、返信用表面
に住所、氏名を記入。はがき1枚につき3人まで申し込み可※応募者には返
信用はがきを発送。当選された方は当日必ず当選通知（返信用はがき）を持
参 問 企画経営課（☎514-8047）、文化スポーツ課（☎514-8462）

催
し

催
し

広報　　　　第1389号 28.12.15 1011 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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