
●10広報　　　　第1367号  28．1．15●11 市役所　代表緯 585－1111
死soudan@city.hino.lg.jp

学・大学院・短大・高専・専修学校
を卒業予定および既卒３年以内の方
　申　電話　問　東京しごとセンター多摩
（緯０４２－３２９－４５２４）
 

日時 ２/４㈭９：３０～１１：３０　会場　緑化
交流センター　講師　濱田豊氏（元NHK
「趣味の園芸」講師）　定員　申込制で先
着４０人　申　１/１８㈪ か ら 電 話　問　（公
財）日野市環境緑化協会（緯５８５－
４７４０）
 

日時 ２/５㈮１３：００～１６：００　会場　七ツ
塚ファーマーズセンター　内容　おや
き（きりぼし大根、あずき、ルバーブ）
定員　申込制で先着１２人　費用　１,０００円
申１/１５㈮９：００から電話　問　産業振
興課　代表緯
 

日時 ２/６㈯１０：００～１６：３０　会場　川崎
市国際交流センター　内容　パネルデ
ィスカッション「緑と水景のネット
ワークづくりや広域連携について」
（コーディネーター…東京都市大学
教授・涌井史郎氏）、広域連携会議に
参加する１３市町の市民・企業・行政
の活動をパネル展示　定員　先着２１０人
　問　川崎市みどりの協働推進課（緯
０４４－２００－２３６５）
 

日時 ２/１２㈮１０：００～１２：００　会場　福祉
支援センター　内容　求人票のチェッ
クポイント、応募書類の作成ポイン
トなど　講師　ナイスワーク高幡職員　
対象　パートタイムの就職希望者　定員　

春の草花・家庭果樹管理講習会

日野市女性農業者の会みちく
さ会～おやき作り教室

多摩・三浦丘陵の水と緑をつなぐ
参加型シンポジウム～緑のコモン
ズを育む広域連携活動の最前線

パートタイム就職支援セミナ
ーin高幡

申込制で先着３０人　申　１/１５㈮から電
話　問　ナイスワーク高幡（緯５９３－
５９９１）
 

日時 ２/２０㈯１４：００～１６：００　会場　多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ　内容
育った環境・子供への暴力の影響 
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。２/９㈫まで
に電話　問　男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

日時 ３～１２月の第２・第４日曜日午
前中※３月は第４日曜日のみ　会場　
七ツ塚ファーマーズセンター　講師　
援農の会会員、JA東京みなみ職員な
ど　対象　年間参加できる方　定員　１２人　
費用　１,０００円　その他　説明会（２/６㈯
１０：００～１２：００同センターで開催）に
必ず参加を　申　NPO法人日野人・援
農の会（佐藤緯５８１－４４０７　死　t-sato 
u@mail.hinocatv.ne.jp）へ電話ま
たは　メール　で。住所、氏名、電話番号
を記入　問　産業振興課　代表緯
 

 

①パソコン入門・Word入門　日時　２
/２１～３/１３の毎週日曜日１０：００から
②Word基礎・応用　日時　２/６～２７
の毎週土曜日１０：００から③Excel入
門・基礎　日時　２/５～２６の毎週金曜
日１０：００から④Excel応用　日時　２/７
㈰・１４㈰１０：００から⑤デジカメ応用　
日時　２/２０㈯・２７㈯１３：００から⑥ウィ
ルス対策　日時　２/６㈯１３：００から⑦
Wordで表を作ろう　日時　２/１３㈯

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」

援農・野菜栽培塾参加者を募集

趣味・教養
パソコン講習会（２月）

１３：００から
　いずれも　時間　講習は２時間　対象　①
以外は文字入力ができる方　費用　①
②③６,０００円④⑤３,０００円⑥⑦１,５００円
　その他　３人から開講。個人指導あ
り。１時間１,５００円。訪問２,５００円　申　
１/２２㈮（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　問　
同センター（緯５８１－８１７１）
 

日時 ２/８㈪９：３０～１２：００　定員　申込
制で先着２０人　費用　６００円　申　１/１９㈫
８：３０から電話　会場・問　日野市シル
バー人材センター（緯５８１－８１７１）
 

日程 ２/１９㈮　集合　９：３０実践女子大
学正門、１１：００解散　定員　２０人　申　１
/１７㈰～２/５㈮１０：００～１９：００に中央
図書館窓口または電話※土曜・日曜
日は１７：００まで　問　中央図書館（緯５８６
－０５８４）
 

 

日程 １/３０㈯※雨天中止　集合　９：００
多摩川グラウンド管理棟前、１２：００
同所解散　対象　市内在住・在勤・在学
者　定員　申込制で先着２０人　費用　１,０００
円（保険料、おみやげ代含む）　申　１
/１７㈰から㈱フクシ・エンタープライ
ズ（緯５１４－９１７８）へ電話　問　文化ス
ポーツ課　代表緯

オーガンジーを使った春夏向
けのコサージュ作り講習会

日野市立図書館・実践女子大
学図書館共同事業
実践女子大学図書館見学ツアー

健　康
はつらつウオーキング講習会
～効果的な歩き方を学び小島
善太郎記念館へ

催
し

 

日程 １/２３㈯※雨天中止　集合　１０：００
京王線長沼駅、１２：３０都立長沼公園
解散　講師　日野みどりの推進委員の
皆さま　費用　３００円（資料代）　その他　
小学生以下は保護者同伴　申　１/２２㈮
までに電話　問　緑と清流課　代表緯
 

日時 １/２６㈫９：３０～１１：３０　対象　１８～
６４歳で身体（車いす可）・知的・精神
障害のある市内在住者および同行者
申　１/２５㈪までに電話　会場・問　地域
活動支援センターやまばと（緯５８２－
３４００）
 

日時 １/２７㈬・２９㈮１８：３０～２０：３０　会場
労働相談情報センター池袋事務所 
講師　板倉由実氏（弁護士）　定員　６０人 
問　東京都労働相談情報センター（緯
０３－５２１１－２２０９）
 

日時 １/３０、２/１３・２７、３/１２・１９の
いずれも土曜日１３：００～１７：００　会場　
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー）　内容　イノベーションとプロセ
ス、未来のことを考えよう、灸良く生
きる球ための世界観、GE流・変革メ
カニズム実践法、相互討論　講師　出
口治明氏（ライフネット生命㈱
CEO）、北原茂実氏（医社KNI理事
長）、ラジェーンドラ・マヨラン氏
（GEヘルスケア・ジャパン）　定員　申
込制で先着２０人　申　産業振興課（死
sangyo@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　その他　保育あり。各講座１
週間前までに申し込み　問　産業振興
課　代表緯
 

日時 ２/３㈬１３：００～１６：３０　会場　京王
プラザホテル八王子　対象　３月に大

１月の自然観察会～都立長沼
公園　雑木林を散策しよう

障害者のためのイベント「おりが
みでしおり・ブックマーク作り」

セミナー「改正法を踏まえた
契約社員、派遣社員として働
くメリット・デメリット」

ビジネス・ブートキャンプin日野
～発想力と実行力を掘り起こ
す、全５回の集中セミナー

新卒応援！多摩プロジェクト
IN八王子「新卒者向け合同企
業説明会」

 

 

日時 １/１６㈯・１７日㈰９：００～１６：００ 
会場　ひの煉瓦ホール（市民会館）問　
三沢中（真下緯５９２－５０１７）
 

日時 １/２４㈰１１：００～１５：００　会場　多摩
平第七公園　内容　豊田囃子、餅つき、
抽選会など　問　阿川（緯５８４－１３８８）
 

日時 １/２７㈬１３：４５～１６：００　会場　ひの
煉瓦ホール（市民会館）　内容　記念講
演・木原孝久氏（住民流福祉総合研
究所所長）「ご近所福祉のすすめ」な
ど　定員　申込制で先着５０人　申　１/１８
㈪から電話　問　高齢福祉課　代表緯
 

日時 １/２９㈮～３１㈰９：００～１６：３０※
３１は１６：００まで　会場　イオンモール多
摩平の森イオンホール　問　南平小（内
田緯５９２－２０２１）
 

日時 １/３０㈯・３１㈰９：３０～１６：００※３１
は１５：３０まで　会場　ひの煉瓦ホール
（市民会館）　問　三沢中（井田緯５９２
－５０１７）
 

日程 ２/１㈪～１２㈮※期間終了後は
日野税務署で展示　会場　市役所１階
市民ホール　問　日野税務署（緯５８５－
５６６１）
 

 

日時 ２/６㈯９：３０～１３：００　会場　一中
※車でのご来場はご遠慮を　内容　ゲ
ームを通じ交流　対象　一中入学予定

記念行事・フェスタ・複合イベント
市立中学校美術展～授業で製作し
た絵画、彫刻、粘土などの作品展示

商店会どっとコム～豊田北口
商店連合会「新春の集い」

高齢者見守り支援ネットワー
ク１０周年記念シンポジウム

市立小学校ひのっ子作品展～図
画工作と書初め展を合同開催

市立中学校「書初め展」

市内中学生の税の作文および
標語の優秀作品パネル展示

子供・保護者向け
一中地区青少年育成会「小中
交流会」

の小学６年生　持ち物　上履き、カレー
ライス用の皿、スプーン、コップ　問　
伊野（緯５８７－１４１９）
 

日時 ２/１３㈯１５：００～１６：１５　対象　生後
３～５カ月児と保護者　定員　１２組※初
めての方優先　費用オイル希望者の
み２００円　申　１/２７㈬９：３０から電話 
会場・問　地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平（緯５８９－１２６０）
 

高幡図書館（緯５９１－７３２２）　日程２/
３㈬・１７㈬中央図書館（緯５８６－０５８４）
　日程２/１０㈬・２５㈭多摩平図書館（緯
５８３－２５６１）　日程２/１８㈭（ひよこタ
イム）・２４㈬平山図書館（緯５９１－
７７７２）　日程２/１８㈭（ひよこタイム）
百草図書館（緯５９４－４６４６）　日程２
/２６㈮
　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　詳細は図書館 参照　問　中央
図書館（緯５８６－０５８４）
 

 

建物の耐震改修工法などの展示会お
よび耐震相談会　日時１/１５㈮～１７㈰
１０：００～１８：００※１７は１６：００まで　会場新
宿駅西口広場イベントコーナー　耐
震フォーラム　日時１/２２㈮１３：００～
１６：１５　会場　都庁第一本庁舎　耐震化
個別相談会～分譲マンションの耐震
化に関する相談窓口　日時１/２２㈮
１３：３０～１６：１５　会場　都庁第一本庁舎
　いずれも　申　東京都耐震ポータル
サイト （http://www.taishin.me 
tro.tokyo.jp/）から※上記のほか体
験バスツアー（１/２８㈭）、耐震改修
事例見学会（１/２７㈬・２８㈭）　あり
問　東京都都市整備局建築企画課（緯
０３－５３８８－３３６２）
 

日時 １/１７㈰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、気持ちや思いをわかち合う　問　
セーフティネットコールセンター　代表緯

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ

図書館おはなし会（２月）

　
HP

生活・環境
東京都耐震キャンペーン

　
HP

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

催催催 ししし

催
し

ウオーキンググループ活動「日野市
内の桜並木探検」 
日時 ２/１０㈬※雨天中止
集合 ９：３０イオンモール多摩平の森
（豊田駅より案内あり）。１２：３０市民
の森スポーツ公園（JR日野駅近く）
解散※直接集合場所へ
コース 市内のソメイヨシノの並木・

シダレザクラ・オオシマザクラ・ジ
ュウガツザクラ・ウワミズザクラ・
ヤマザクラ探検（８㌔）
費用 １００円
持ち物 飲み物、雨具、帽子、健康保
険証、歩きやすい服装、靴
健康づくり推進員募集～あなたの力
を健康づくりに生かしませんか！ 
　健康づくり推進員は市長の委嘱を
受けて、住民自らが「自分の健康は
自分で守る」を合言葉に健康づくり

活動に取り組んでいます。現在４６人
の推進員が地域の健康づくり活動に
取り組んでいます。皆さんも健康づ
くり推進員として、健康づくりの輪
に加わりませんか？

健康づくり推進員から
問　健康課（緯５８１－４１１１）


