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日程 １２/３㈭
集合 １０：００京王線高幡不動駅北口、
１２：００解散
講師 小倉紀雄氏（東京農工大学名誉
教授）、かわせみ館職員
定員 申込制で先着２０人
申 １１/１７㈫から電話
問 かわせみ館（環境情報センター）
（緯５８１－１１６４※月曜日休館、月曜
日が祝日の場合翌日休館）
 

 

日時・会場　１２/２㈬…落川交流センタ
ー、１/１３㈬…新町交流センター※
いずれも１４：００～１５：３０。直接会場へ
問 ごみゼロ推進課（緯５８１－０４４４）

みんなの環境セミナー～向島
用水を見る・知る・探る

生ごみ処理器・ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

 

日時・内容　１２/２㈬１０：３０～１２：３０…最
近の法改正の動向など、１３：３０～１５：
３０…事例・裁判例からみるトラブル
など
会場 八王子労政会館
対象 事業主、人事労務担当者など
定員 申込制で先着６０人
申 電話
問 労働相談情報センター八王子事
務所（緯０４２－６４３－０２７８）
 

 

高幡図書館（緯５９１－７３２２） 
日程　２㈬・１６㈬
中央図書館（緯５８６－０５８４） 
日程　９㈬・２４㈭
多摩平図書館（緯５８３－２５６１） 
日程　１０㈭（ひよこタイム）・１６㈬
平山図書館（緯５９１－７７７２） 
日程　１７㈭（ひよこタイム）
百草図書館（緯５９４－４６４６） 
日程　２５㈮
　いずれも　対象　０～２歳児、３歳

無料・人事労務担当者必見！非正
規社員の雇用をめぐる法的留意点

子供・保護者向け
図書館おはなし会（１２月）

～未就学児、小学生以上のいずれか　
その他　詳細は各館に問い合わせまた
は図書館 参照
 

日時 １２/６㈰１０：００～１１：３０
会場 七生公会堂※直接会場へ
講師 遠藤裕美子氏（コミュニケーシ
ョントレーニングネットワーク認定
講師）
定員 ３００人
その他 １歳～未就学児先着６人の保
育あり※１１/１７㈫～２７㈮に申し込み
問 生涯学習課　代表緯
 

日時 １２/９㈬１３：１５～１６：１５
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 ひらやま保育園長
定員 申込制で先着６０人
費用 交流会のみ３００円（お茶代な

ど）
その他 保育希望の方は要相談
申 １１/１８㈬から電話
問 日野市ファミリー・サポート・セ
ンター多摩平（緯５８９－７６１６）

　
HP

家庭教育学級講演会～子どもが輝く未
来のために！家庭でできるコーチング

ファミリー・サポート・センター
養成講座＆会員交流会「子供の心
をつかむ保育～作って遊ぼう」

催
し

 

日野の原風景②よそう森から東光寺
緑地を散策しよう 
日程 １１/２８㈯※雨天中止　集合　１０：００
日野駅バス停付近、１２：３０同所解散　
案内　日野みどりの推進委員の皆さ
ま　費用　３００円（資料代）　申　１１/２７㈮ま
でに電話
木の実やつるなどでお正月やクリス
マスに使えるリースを作ろう 
日程 １２/５㈯　集合　１０：００ミニバス倉
沢バス停付近（バスの場合は９：４５高
幡不動駅発聖蹟桜ヶ丘駅行または
９：４０聖蹟桜ヶ丘駅発高幡不動駅行
が最終です）、１２：００解散　講師　石坂亜
紀氏（石坂ファームハウス）、日野み
どりの推進委員の皆さま　対象　小学
生以下は保護者同伴　定員　申込制で
先 着２０人　費 用　３００円（材 料 代）　申　
１１/３０㈪から電話
 

日時 １１/２４㈫９：３０～１１：３０
対象 １８～６４歳の身体（車いす可）・知
的・精神障害のある市内在住者、ボ
ランティアしていただける方
申 １１/２３㈷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）

１１・１２月の自然観察会
問　緑と清流課　代表緯

障害者のための社会交流事
業・軽スポーツ～ボッチャ

 

 

日時 １１/２８㈯１１：００～１５：００
会場 同センター（日野）
内容 市民活動団体パネル展示、餅つ
き体験、豚汁・フランクフルト・ハ
ッシュドポテト・野菜販売、加盟団
体の催し
問 NPO法人ひの市民活動団体連絡
会（緯５８１－６１４４※祝日を除く月曜～
金曜日１０：００～１７：００）
 

　おはやしや神楽、獅子舞、太鼓、
踊りといった演目をお楽しみくださ
い。
日時 １２/６㈰１２：３０～１７：３０
会場 狛江エコルマホール※直接会場へ
問 生涯学習課　代表緯
 

 

日時 １１/２２㈰１０：００～１２：００
会場 同市場万願寺店
定員 若干人

記念行事・フェスタ・複合イベント
ひの市民活動支援センターまつり

日野市祭ばやし連合会が出演！多
摩川流域郷土芸能フェスティバル

生活・環境
ひの市民リサイクルショップ
回転市場会員募集説明会

その他 活動費、交通費支給
申 １１/２１㈯までに電話または直接同
回転市場へ
問 同市場万願寺店（緯５８７－１７８１※
水曜～日曜日１１：００～１７：３０。祝日を
除く）
 

日時 毎月第４水曜日１３：００～１６：００※
祝日を除く
会場・問 ひの市民リサイクルショッ
プ回転市場万願寺店（緯５８７－１７８１※
水曜～日曜日１１：００～１７：３０。祝日を
除く）
 

日時 １１/２２㈰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　代表緯
 

　皆さまが毎日通勤、通学で利用す
る道路や子供たちが元気に遊びまわ
る公園、いつも潤いを与えてくれて
いる場所をちょっときれいにしてみ
ませんか。ぜひご参加を。
日時 １１/２９㈰９：００～１０：００※雨天中止
問 環境保全課　代表緯

ダンボールコンポスト展示会

自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会

秋の市内一斉清掃

催催催 ししし

催
し

前夜祭～たきびの詩人巽聖歌・お話と朗読・歌
の集い 
日時　１２/４㈮１５：００～１７：１５
会場　旭が丘地区センター
内容　お話「ふるさと紫波町と巽聖歌」、朗読と歌
「岩手県紫波町と巽聖歌そしてサトウハチロ
ー」
出演　内城弘隆、内藤和美、朗読の会うづき、ハ
ピネス３９
定員　３０人
その他　終了後、たきび詩碑前でキャンドルサー
ビス・豚汁無料配布あり
申　１１/１８㈬から電話
問　郷土資料館（☎５９２－０９８１）
本　祭 
日時　１２/５㈯９：００～１５：１５
会場　旭が丘中央公園など
内容　NHK歌のお姉さん「神崎ゆう子」さん特別
出演、焼き芋、童謡合唱、模擬店など
問　旭が丘商工連合会（田中☎０９０－８３０４－６８６２）

た き び 祭
東部会館をご利用くださ東部会館をご利用くださいい 問　東部会館（☎５８３－４３１１）東東部部会会館館ををごご利利用用くくだだささいい

１２/４㈮・５㈯は旭が丘中央公園で

　農家を応援する援農ボランティア希望者に農業知識と
技術の習得を目的に農の学校を開校しています。講座修
了後は、援農ボランティアとして市内農家で活躍いただ
きます。
日時　１～１２月※原則祝日を除く月曜～金曜日
会場　七ツ塚ファーマーズセンター（新町５－２０－１）お
よび実習農園
内容　援農活動を実践するための農業知識、土作りから収
穫までの技術の修得、畑の管理作業知識の習得※講座
（月１回）、実習（月２～５回）
対象　修了後、援農活動ができる方
定員　２０人
その他　１２/５㈯または
８㈫、いずれも１０：００
から七ツ塚ファーマー
ズセンターで開催する
説明会に必ずご参加を
問　産業振興課　代表緯

農の学校
第１２期 受講生募集

所在地　石田１－１１－１（浅川沿い新井橋の北詰）
交通案内　①日野高校前バス停すぐ②万願寺駅から徒
歩５分③高幡不動駅から徒歩１５分
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯唯一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ののののののののののののののののののののののののののののののののの温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温温水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水プププププププププププププププププププププププププププププププププーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー▶市内唯一の温水プールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
　水泳はもちろん、水中ウオ
ーキングや遊泳もできます。
夏だけでなく１年中利用でき
るので、健康維持に通う方も。
お得な回数券をご利用ください。
時間　１０：００～２０：３０
入場料　１回２時間３００円※小人１００円。追加料金で延
長可
回数券（１１枚綴り）　３,０００円※小人用１,０００円。６カ月有効
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓卓球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球球ののののののののののののののののののののののののののののののののの卓球の日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
日時　毎週水曜日①１３：００～１７：００②１８：００～２１：３０
利用料　１００円※小人５０円。ラケット、ボールの無料
貸し出しあり

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸ししししししししししししししししししししししししししししししししし部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部部屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋屋各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各貸し部屋各種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種
　ホール、会議室、集会室（和室）、視聴覚室、料理
実習室があります。打ち合わせやレクリエーション
などコミュニティー活動で気軽にご利用ください。
なお、営利目的ではご利用できません。
利用時間・料金　下表の通り
申　日野市施設予約システムを使用※パソコンなど
の端末のない方、システムの操作に慣れていない方
は会館受付でお手伝いします

全日
９：００～２１：３０

夜間
１８：００～２１：３０

午後
１３：００～１７：００

午前
９：００～１２：００施設

８,４００円２,８００円３,２００円２,４００円ホール
定員１５０人

各１,５００円各５００円各６００円各４００円会議室
定員１８人×２室

各１,５００円各５００円各６００円各４００円集会室（和室）
定員１２人×２室

３,３００円１,１００円１,２００円１,０００円視聴覚室
定員３６人

５,３００円１,８００円２,０００円１,５００円料理実習室
定員２５人


