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内容 自己理解・職種・企業研究・応
募書類の書き方・面接対策など
定員 先着３０人
その他 多数講座あり
会場・問　しごとセンター多摩（緯０４２
－３２９－４５２４）
 

募集科目　①ネットワーク構築法（基
礎）②表計算Ｅｘｃｅｌ（中級）
対象 在職中の都内在住・在勤者
定員 ①２５人②３０人
受講料　①②６,５００円
会場・問　多摩職業能力開発センター
府中校人材育成プラザ（緯０４２－３６７
－８２０４）
 

日時 ４/１４㈭１３：００～１４：００
会場 生活・保健センター前庭
問 第一生活学校（緯５８１－０２６５）
 

日時 ４/１６㈯１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
内容 ＤＶ・トラウマを理解する
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。
４/６㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

日時 ４/２４㈰９：００～１２：００
会場 日野消防署
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法など
定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 ４/４㈪から電話
問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

 

定例大人の水泳教室 
日時 ４/２～３０の毎週水曜・土曜日１２：
３０～１３：３０　対象　１８歳以上の方　定員　各
回１０人　費用　５枚つづり５,４００円のチ
ケット購入制※入場料別途

キャリアアップ講習４月募集科目

手作り石けん販売

女性限定「ＤＶ・いじめなどトラ
ウマからの回復を目指して～傷
ついた経験を力に変えませんか」

普通救命講習

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
会場・問　同温水プール（緯５８３－５２６６）

 

 

 

　私たちの身近な存在である浅川。
その魅力あふれる作品のご応募をお
待ちしています。
募集期間 ４/１㈮～８/３１㈬（必着）
撮影範囲 浅川（北浅川）、南浅川※支
流は除く
募集写真 Ａ４サイズ。電子データの
場合はJPEG形式（１作品２メガバ
イトまで）
部門 中学生以下の部、一般の部
応募点数 １人５点まで
申 応募用紙（市役所３階緑と清流課
にあり。市 から　ダウンロード　可）に必要
事項を記入し、〒１９１－８６８６日野市緑
と清流課（死seiryu@city.hino.lg.jp）
へ郵送、持参または　メール　で
問 緑と清流課　代表緯
 

　ご家庭で増えすぎた球根や草花な

生活・環境
日野市・八王子市～浅川流域連携事
業　あさかわ写真コンクール開催

▲前回の日野市長賞「桜と浅川」
中村慶さん

　
HP

緑のリサイクル
問　（公財）日野市環境緑化協会（緯
５８５－４７４０）

どを提供いただけませんか？いただ
いた植物を市民の皆さまに配布しま
す。
植物の提供者　日程　４/４㈪～１４㈭　申
　電話　植物の配布　日時　４/２３㈯９：３０
から　会場　同協会前
 

図書・雑誌　　日程　毎月１０日・２０日・
３０日配布場所　市内各館※市政図書室
を除く
新聞　　日程　毎月７日～１３日　配布場所　
中央・多摩平・平山・百草図書館
　いずれも　その他　配布日が休館日
の場合はその翌日以降　問　中央図書
館（緯５８６－０５８４）
 

日時 ４/１８㈪・１９㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンタ－
内容 メロンパンなど
定員 各日先着１０人
費用 ２,１００円
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
 

日時 ４/１４㈭・２８㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階正面玄関付近
問 都市農業振興課　代表緯
 

日時 ４/１２㈫・２２㈮１３：３０～１６：３０

市立図書館で不要になった図
書・雑誌・新聞をリサイクル
資料として配布

日野産農産物を使った手作り
パン教室

七ツ塚ファーマーズセンター
「みのり 處 」が市役所１階で

どころ

臨時出店

東京しごとセンター多摩の就業支
援（３４歳以下対象）採用への近道

はじめての水中ウオーキング 
日時 ４/１５㈮・２２㈮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　４/７㈭までに電話
 

 

　多摩川の堤防に市民、団体などが
協力して植樹したオオシマザクラの
成長を見守るとともに、市東部地区
の活性化を図るため「さくらの集い」
を開催します。
日時 ４/１０㈰９：００～１５：００※雨天中
止
会場 日野橋南詰交差点西側
 

内容 式典、ステージイベント（地元
幼稚園児と小・中学生による演奏、
お囃子、よさこい踊り、防犯、防火
の話）、模擬店など
問 緑と清流課　代表緯
 

 

日時・出演 ４/９㈯…武内純子氏、２３
㈯…谷リエ子氏（シャンソン）、山田
メイ氏（ピアノ）。いずれも１２：３０～
１３：００
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

連句体験 
日時 ４/１２㈫１３：３０～１６：００　講師　二上
貴夫氏（ＮＰＯ法人座・其角）　定員　申
込制で先着２０人　費用　２００円
落語教室 
日時 ４/１３㈬・２７㈬１８：００～２０：００　講師
三遊亭圓窓（噺家）　定員　申込制で先
着１０人　費用　１回２,５００円
　いずれも　会場　日野宿交流館　対象　

記念行事・フェスタ・複合イベント
さくらの集い

会場および
駐車場

多摩都市モノレール

日野橋

256256256 甲州街道駅

■会場案内図

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

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸学講座

●返信用表面の記入事項…代表者住所・氏名
●往信用裏面の記入事項
▶利用施設名（「大成荘」と記入）
▶代表者氏名・ふりがな・住所・電話番号
▶利用者全員の氏名・ふりがな（未就学児は年齢も併記）
▶希望する部屋のタイプ
　（「○○棟のみ使用」・「どちらでもよい」など）
▶利用日と泊数（第３希望まで記入可）
　第１希望　○月○日から○泊
　第２希望　○月○日から○泊
　第３希望　○月○日から○泊
▶利用人数

▶食事
　夕食…Ａ定食○つ、Ｂ定食○つ、Ｃ定食○つ
　朝食…大人○つ、子供（小学生以下）○つ
▶代表者の勤務先または学校名・電話番号（市内在勤・在学者
のみ記入）

記入事項に関する説明
①一般棟は各部屋テレビ・トイレ・洗面所付き、お部屋準
備のサービスあり。団体棟はそれらが無く、セルフサー
ビス。
②団体棟は２人以上から申し込み可。
③幼児（４歳以上の未就学児）には、あらかじめ寝具が用
意。乳児（３歳以下）は、寝具（無料）の必要数を使用
人数と併せて記入。
④食事はＡ定食…会席風、大人向け／Ｂ定食…食の細い大
人・子供向け／Ｃ定食…お子様ランチ風、子供・幼児向
けです。団体食は別途お問い合わせを。

○人（○つ）○人 ○人 ○人 ○人

○人（○つ）○人 ○人 ○人 ○人

○人（○つ）市外 ○人 ○人 ○人 ○人

市内在住・在勤
・在学者

乳児（寝具）
３歳以下大人区分 中学生 小学生

幼児
４歳以上の
未就学児

市内在勤・在学
者の同居家族

①応募は１グループ１通まで②往
信用裏面の書き方は、右表を参照
③宿泊日数は２泊３日まで④返信
用表面には代表者の住所・氏名を
必ずご記入ください。なお、記入
もれなどがあるはがきは受け付け
られない場合があります。
その他　市の事業のため次の日は使
用できません
全館…８/１７㈬・１８㈭・２１㈰・２２㈪・
２６㈮・２７㈯、団体棟全室…８/３㈬・
４㈭・９㈫
申５/９㈪（必着）までに〒１９１－
００５２東豊田２害３４害１０日野市企業
公社へ　往復はがき　で
問　日野市企業公社（緯５８７－６３２１）

夏休み期間（７/２０㈬〜
８/３１㈬）の申し込みは
往復はがきで

八ヶ岳高原大成荘

作品 平面作品は額込み７５㎝×６３㎝
以内※立体は相談を
募集点数 ９０点※原則１人１点。１グ
ループ１０点以内
申 ４/２５㈪までに電話
問 ヒール・アート（市立病院美術作
品展示ボランティア団体）事務局（早
津緯０９０－６７１３－４８９７）

中学生以上　申　前日までに電話　問　新
選組のふるさと歴史館（緯５８３－
５１００）
 

展示期間 ６/２㈭からの６カ月間※
搬入・搬出は出品者

市立病院内美術作品展示希望
者募集

●● ●手話講習会受講者募集●●●
日程・内容・定員　下表の通り※申込多数
の場合は抽選
会場　中央福祉センター、日野宿交流館
対象　高校生以上の市内在住・在勤・在
学者※通訳養成コースは１８～６９歳
費用　テキスト・資料代実費
申　通訳養成コースは４/１５㈮、コミュ
ニケーションコースは２２㈮（必着）ま

でに〒１９１－００１１日野本町７－５－２３
日野市社会福祉協議会（思５８３－９２０５）
へ　はがき　、FAXで。受講希望クラス、氏
名（フリガナ）、郵便番号・住所、電
話、生年月日、メールアドレス、会社
名または学校名、受講動機、手話学習
歴を記入
問 日野市社会福祉協議会（☎５８２－２３１９）

通訳養成コミュニケーションコース
応用実践

※手話通訳者全国統
一試験の受験必須

基本基礎入門
クラス

夜夜昼夜昼夜昼
５/２４〜平成２９年３/７の火曜日

※４/２６㈫面接あり
５/２５〜平成２９年３/８

の水曜日
５/２５〜平成２９年３/１

の水曜日日　程
※上記のほかに、５/１８㈬開講式、平成２９年３/２２㈬閉講式

各クラス３３回各クラス３０回回　数
１５人各クラス２０人各クラス４０人定　員
４年以上２・３年程度１・２年程度初めて手話を学ぶ方学習歴

日常場面での会話や
聴覚障害者の理解力
に応じた手話通訳

対象の聴覚障害者の理
解を確認しながら手話
通訳

相手の手話の理解、特
定の聴覚障害者と簡単
な日常会話

相手の簡単な手話の理
解、あいさつ・自己紹
介

目　標

※昼クラス…１０：００〜１２：００　夜クラス…１９：００〜２１：００

マドンナ・吉永小百合の「男はつらいよ　柴又慕情」を上映
第１回上映会に山田洋次監督が登場！

４/１４㈭「かわせみ映画館」がオープン

　山田洋次監督の最新作「家族はつらいよ」のロケがひの煉瓦ホール
（市民会館）で行われた縁で、監督が第１回上映会に登場。「男はつらい
よ」「家族はつらいよ」の製作ウラ話をお話いただきます（１８：００から）。
かわせみ映画館では、偶数月第２木曜日に「男はつらいよ」シリーズを
順次上映予定です。
日程　４/１４㈭１８：００～２０：００
定員　先着３００人
費用　１００円
その他　抽選で監督のサインをプレゼント
会場・問　七生公会堂（☎５９３－２９１１）


