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催
し

あり※３/１１㈬までに電話
問 男女平等課（緯５８４－２７３３）
 

 

日程 ２/２１㈯～３/９㈪
会場 市役所１階市民ホール
問 日野市観光協会（緯５８６－８８０８）
 

日程 ２/２４㈫～３/８㈰９：３０～１７：００
※入館は１６：３０まで
会場 日野宿本陣
費用 ２００円、小・中学生５０円
問 新選組のふるさと歴史館（緯５８３
－５１００）
 

日時 ２/２５からの毎月第４水曜日１３：
３０～１５：３０
会場 平山台健康・市民支援センター
講師 向日葵めぐみ氏（絵描き屋）
費用 １回５００円
問 平山台文化スポーツクラブ（緯
５０６－９９７９）
 

日程 ２/２８㈯
会場 都立七生公園
集合 １０：００京王線多摩動物公園駅、
１２：３０同駅解散※雨天は室内学習会
のため京王線高幡不動駅改札前集合
講師 菱山忠三郎氏（八王子自然友の
会）
定員 申込制で先着３０人
費用 ３００円（資料代）
申 ２/１７㈫から電話
問 緑と清流課　代表緯
 

日時 ２/２８㈯１０：００～１２：００
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
講師 ＪＡ東京みなみ・ＮＰＯ法人日
野人・援農の会
定員 申込制で先着２０人
申 NPO法人日野人・援農の会（佐藤
緯５８１－４４０７死t-satou@mail.hino 
catv.ne.jp）へ電話またはEメール
で。住所、氏名、電話番号を記入

趣味・教養
「伸びゆく日野市写真コンク
ール」入賞作品を展示

日野宿楽市楽座文化講座「お
ひなさまを 愛 でる会」～日野

め

宿本陣でひな人形を展示

指で描くパステルアート教室

２月の自然観察会～雑木林で
春を待つ冬芽を観察しよう

春の土づくり講習会

問 産業振興課　代表緯
 

日時 ３/６㈮１０：００～１１：１５
会場 地域活動支援センターやまばと
対象 身体・知的障害のある１８～６４歳
の市内在住者
その他 送迎あり（片道１００円）※２/２６
㈭までに申し込み
申 ３/５㈭までに電話
問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ３/１２㈭１３：３０～１５：３０
会場 緑化交流センター
講師 大塚眞実氏（グリーンアドバイ
ザ－）
定員 申込制で先着４０人
申 ２/１７㈫８：３０から電話
問 （公財）日野市環境緑化協会（緯
５８５－４７４０）
 

日程 ３/１４㈯※雨天中止
集合 ９：３０柴崎福祉会館（立川市）前
多摩川土手。１２：３０解散
内容 多摩川河川敷で地質や化石の観
察と採集
講師 松川正樹氏（東京学芸大学教
授）、馬場勝良氏（岐阜聖徳学園大学
教授）
対象 小学～高校生※小学４年生以下
は保護者同伴
定員 申込制で先着２０人
申 ２/１８㈬から電話
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

①パソコン入門・Word入門 
日時 ３/２０～４/１０の毎週金曜日１０：
００～１２：００ 
②Word基礎・応用 
日時 ３/２２～４/１２の毎週日曜日１０：
００～１２：００
③Excel入門・基礎 
日時 ３/７～４/４の毎週土曜日１３：
００～１５：００※３/２１を除く
④フォトムービーを作ろう 
日時 ３/６㈮１０：００～１２：００
⑤ウイルス対策 
日時 ３/１３㈮１０：００～１２：００

地域活動支援センターやまば
とから～映画鑑賞会「ティン
カー・ベルと輝く羽の秘密」

ガーデニング講習会

体験学習会～化石でたどる大
昔の日野

パソコン講習会（３月）

⑥インターネット 
日時 ３/７㈯・１４㈯１０：００~１２：００
⑦デジカメ入門 
日時 ３/２８㈯・４/４㈯１０：００～１２：００
　いずれも　会場　日野市シルバー人
材センター　対象　①以外は文字入力
できる方　費用　①～③６,０００円④⑤
１,５００円⑥⑦３,０００円　その他　個人指導
あり※詳細は問い合わせを。３人か
ら開講　申　２/２２㈰（必着）までにはが
きで〒１９１－００１１日野本町２－４－
７日野市シルバー人材センターPC
係へ。希望講座名と番号、住所、氏
名、電話番号、ＯＳ（分かる方）、自
分のパソコン持ち込みの有無を記入
　問　同センター（緯５８１－８１７１）
 

 

高幡図書館（緯５９１－７３２２） 
日程 ３/４㈬
多摩平図書館（緯５８３－２５６１） 
日程 ３/５㈭
　いずれも　対象　０～２歳児、３歳～
未就学児、小学生以上　その他　対象、
時間については各館に問い合わせ、
または図書館 参照
 

日時 ３/６㈮１０：００～１１：３０
会場 市民の森ふれあいホール
対象 乳幼児と保護者
問 地域子ども家庭支援センター万
願寺（緯５８６－１３１２）、地域子ども家庭
支援センター多摩平（緯５８９－１２６０）
 

 

無料水中ウオーキングアドバイス 
日時 ３/３㈫１１：３０～１２：００
無料スイミングアドバイス 
日時 ３/３㈫１２：００～１２：３０
　いずれも　費用　入場料別途　会場・問　
同温水プール（緯５８３－５２６６）
からだにラクラク！アクアエクササ
イズ 
日時 ３/６～２７の毎週金曜日①１０：００
～１１：００②１３：００～１４：００　定員　２０人　費用　
５回５,４００円のチケット制※入場料別
途　申　電話　会場・問　同温水プール（緯５８３
－５２６６）

子供・保護者向け
図書館おはなし会

　
HP

地域の親子と子育てサークルの交流
会～みんなで子育て一緒に遊ぼう！

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室

 

 

日時 ２/２２㈰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、気持ちや思いをわかち合う
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ①２/２３㈪②２７㈮１０：３０～１１：３０
会場 ①JA東京みなみ前駐車場（三
沢）②旭が丘中央公園駐車場前
内容 自転車で来場された方先着１００
人にかごカバーを配布、取り付け
問 日野警察署（緯５８６－０１１０）
 

日時 ２/２８㈯１０：００から※全３回を予
定。次回日程は当日に説明
会場 七ツ塚ファーマーズセンター付
近の畑
定員 申込制で先着２０人
費用 ２,０００円
申 NPO法人めぐみ（山本緯０９０－
３２３７－０１５９）へ電話
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ２/２８㈯１０：００～１２：３０
会場 市役所５階５０５会議室
講師 秋田文子氏（人材総合商社㈱エ
イジェック）など
その他 １歳６カ月～未就学児６人の
保育あり※２/１９㈭までに電話
申 電話またはEメール（死s-net@ci 
ty.hino.lg.jp）で。住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入※当日参加可
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ２/２８㈯、３/１４㈯１０：００～１２：００
会場 中央福祉センター
講師 八木龍平氏（富士通研究所）

生活・環境
自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会

ひったくり被害防止キャンペーン

キノコ（なめこ）栽培収穫体験

ひとり親支援セミナー就労支
援～どうやって働く？

Hi　Know!「まち記者養成講座」

定員 申込制で先着１２人
申 ２/２３㈪までに日野市ボランティ
アセンター（思５８２－００８２死hino-vc 
@hinosuke.org）へ電話、FAXまた
はEメールで。住所、氏名、年齢、性
別、電話番号を記入
問 同センター（緯５８２－２３１８）
 

日時 ３/６～２７の毎週金曜日１０：００～
１２：００
会場 中央福祉センター
対象 全回出席できるおおむね６５歳ま
での方
定員 申込制で先着２０人
申 ３/２㈪までに日野市社会福祉協
議会（思５８２－００８２死info@hinosu
ke.org）へFAXまたはEメールで。住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入
問 同協議会（緯５８２－２３１８）
 

日時 ３/７㈯１４：００～１６：００
会場 エール（発達・教育支援センタ
ー）
講師 小貫悟氏（明星大学教授）
定員 申込制で先着７０人
その他 １歳～未就学児先着５人の保
育あり
申 ２/１７㈫９：００から発達支援課（死
hattatsu@city.hino.lg.jp）へ電話
またはEメールで。氏名、電話番号を
記入
問 発達支援課（緯５８９－８８７７）
 

日時 ３/１３㈮１４：００～１５：３０
会場 市民の森ふれあいホール
講師 川越厚氏（医療法人社団パリア
ン理事長）
対象 次のいずれかに該当する方①市
内介護保険事務所に所属している②
家族を介護している③今後介護の仕
事をしたいと思っている④介護に関
心がある
申 ３/１０㈫までに日野市社会福祉協
議会（思５９１－１５７３死sanka００５@hi 
nosuke.org）へFAXまたはEメール
で。３/１３講演会、氏名、電話番号を

しごとパートナー養成講座初
級参加者募集

発達支援講演会～社会で暮らしてい
くために必要な力（ライフスキルを
身につける、発揮する視点から）とは

日野市介護人材育成事業講演会
「あなたの希望をかなえる医療」
～最後まであなたといる

記入
問 同協議会（緯５９１－１５６７）
 

日時 ３/１６㈪１８：４５～２１：１５
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ①お客様の心を一瞬でつかむ方
法②緊張解消法③コミュニケーショ
ンの真実など
講師 ナカノ・マクレーン氏（㈱マジ
カルハートビート代表取締役・マジ
シャン）
対象 創業予定の方、事業所・企業の
経営者
定員 申込制で先着２０人
持ち物 電卓
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、FAX
またはEメールで。住所、氏名、電話
番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

日時 ３/１７㈫９：１５～１２：４０※荒天の
場合は１８㈬に順延
会場 調布市シルバー人材センターな
ど
対象 原則６０歳以上のシルバー人材セ
ンター未入会の方
定員 ２０人※申込多数の場合は抽選、
当選者のみ通知
申 ２/２４㈫（必着）までに〒１０２－００７２
千代田区飯田橋３－１０－３東京しご
とセンター８階東京しごと財団シル
バー講習担当（思０３－５２１１－２３２９死
sc_kousyu@shigotozaidan.or.jp）
へはがき、FAXまたはEメールで。
講習名、郵便番号、住所、氏名（フリ
ガナ）、性別、生年月日、年齢、電話
番号を記入
問 日野市シルバー人材センター（緯
５８１－８１７１）
 

日時 ３/２１㈷１４：００～１６：００
会場 多摩平の森ふれあい館※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）
費用 ５００円（資料代）
その他 １歳６カ月～未就学児の保育

マジシャンによる魔法のコミュ
ニケーション術

シルバー人材センター体験講
習～植木剪定講習会

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

催
し


