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　まちゼミとは、お店の存在、特徴、
店主のこだわりや人となりを知って
もらい、お客さまと信頼関係を築く
ことを目的に、各商店が講師となり
それぞれの専門知識を講義や実技体
験を通じてお客さまに提供するゼミ
ナールです。
　詳細は、１/３１㈯に全戸配布され
るチラシをご覧ください。
日時 ２/７㈯～３/６㈮
問 日野商工会（緯５８１－３６６６）、市産
業振興課　代表緯
 

　市内の在宅障害者に学習の機会を
提供する講師派遣制度の説明と、講
師活動に生かせる講座を開催しま
す。
日時 ２/８㈰１３：３０～１６：００
会場 市役所１階１０１会議室※直接会
場へ
内容 楽しい読み聞かせ
講師 「よむよむ隊ぽんた」の皆さま
問 障害者訪問学級（名取緯５９２－
１５１７）、市生涯学習課　代表緯
 

資源回収（びん、缶、新聞紙、雑誌、
古布、段ボール、牛乳パック、ペッ
トボトル） 
日時 ２/１２㈭・２６㈭１３：００～１５：００
問 市民自治学園ＯＢ会（緯５９２－１２５８）
手作り石けん販売 
日時 ２/１２㈭１３：００～１４：００
問 第一生活学校（緯５８１－０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

日時 ①２/１２㈭②１９㈭１４：００ ～１６：００
会場 スクエア２１・府中市女性センター
内容 ①各種働き方に適用される制度
とその比較②妊娠・出産・育児期間

生活・環境
得する街のゼミナール～ひの
まちゼミ・全６２講座

日野市障害者訪問学級説明会
と講座開催

リサイクル情報（２月）

男女雇用平等セミナー～女性が働
くために知っておきたい基礎知識

における各種支援制度など
講師 櫻井三樹子氏（特定社会保険労
務士）
対象 労働者および働く予定の方など
定員 申込制で先着７０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）
 

日時 １/３１㈯～２/
１３㈮※２/１３は１３：
００まで
会場 市役所１階市
民ホール
問 かわせみ館（環
境情報センター）
（緯５８１－１１６４）
 

日時 ２/１４㈯１０：００～１１：００
会場 市役所５階５０１会議室
定員 申込制で先着２０人
その他 参加者全員にエコドライブス
テッカーをプレゼント
申 ２/３㈫から電話
問 環境保全課　代表緯
 

日時 ２/１４㈯１３：００～１５：００
会場 多摩川グラウンド管理棟会議室
対象 グラウンドを利用する市民およ
び各連盟、学校グラウンドの管理者
など
定員 申込制で先着２５人
費用 ５００円
申 ２/１３㈮までに電話
問 ㈱フクシ・エンタープライズ（緯
０４２－５１４－９１７８）
 

日時 ２/２０㈮９：３０～１１：３０
対象 １８～６４歳の身体・知的障害者※
車椅子可
費用 実費
その他 送迎あり（片道１００円。１３㈮ま
でに要申込）
申 ２/１３㈮までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）

市内で見られるキンラン・カザグ
ルマなど絶滅危惧種などの写真展

エコドライブセミナー～地球と
お財布に優しい、「ふんわり・ゆ
っくり・快適」な走り方を伝授

役立つ応急手当とＡＥＤ講習会

地域活動支援センターやまばと
障害者のためのイベント「編み物」

 

日時 ２/２０㈮１８：００～１９：３０
会場 八王子市学園都市センター
内容 就職活動中のお子さまの「最大
のサポーター」になるためのポイン
ト、就職活動の状況を理解し、中小
企業を含めた企業選択の考え方など
対象 就職活動中または就職活動予定
のお子さまを持つ保護者
問 八王子新卒応援ハローワーク（緯
０４２－６３１－９５０５）
 

募集科目 ①Excel（関数活用編）②
第三種電気主任技術者科目合格対策
（電力）③高年齢者のためのビル管
理技術者受験対策④データベース
（Access）初級
会場 多摩職業能力開発センター府中
校・人材育成プラザ
対象 在職中の都内在住・在勤者
定員 ①２５人②４０人③４０人④２５人※申
込多数の場合は抽選
費用 ①④各６,５００円②③各１,６００円
申 往復はがき（２/８㈰（消印有効））、
ＦＡＸ（０４２－３６７－８２１７）またはＴ
ＯＫＹＯはたらくネット （http:// 
www.hataraku.metro.tokyo.jp/）
（いずれも２/１０㈫（必着））で〒１８３－
００２６府中市南町４－３７－２多摩職業
能力開発センター府中校・人材育成
プラザへ
問 同センター（緯０４２－３６７－８２０４）
 

日時・内容 ２/４㈬ ①１０：００～１２：００直
前対策セミナー（定員３０人）②１３：３０
～１６：３０合同就職面接会（企業数１０社
程度）
会場 八王子市学園都市センター
対象 求職中の方
申 ①のみ電話
問 東京しごとセンター多摩（緯０４２
－３２９－４５２４）
 

 

日時 ２/１０㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 ハムロールなど

八王子新卒応援ハローワーク
～保護者向けセミナー

キャリアアップ講習

　
HP

地域就職面接会

趣味・教養
七ツ塚ファーマーズセンターで日野
産農産物を使った手作りパン教室

催
し

定員 申込制で先着１０人
費用 ２,０００円
申 電話
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７※平日は１５：００以降）
 

日時・出演 ２/１４㈯…杉本真弓氏、２８
㈯…黒澤綾美氏。いずれも１２：３０～
１３：００
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 ２/１２㈭１８：３０～２０：３０
出演 柳家一琴、三遊亭窓輝
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 ひの煉瓦ホール（市民会館）、七生
公会堂で販売中
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時 ２/１７㈫１０：００～１３：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 自分自身でできるアロマを使っ
た健康法やリラックス方法を体験※
「日野菜ママ」が作る日野の野菜を
使ったヘルシーランチ付き
講師 中川伎子氏（ISA認定アロマセ
ラピスト）
定員 申込制で先着４０人
費用 １,０００円（アロマスプレー代な
ど）
その他 未就学児１２人の保育あり
申 ２/２㈪１０：００から電話
問 NPO法人市民サポートセンター
日野（緯５８３－１５２８）
 

日時 ２/２１㈯１４：００～１６：００
内容 百草出土と伝承される経筒の背
景を探る
講師 深澤靖幸氏（府中市郷土の森博
物館学芸員）
定員 申込制で先着５０人
申 ２/３㈫から電話
会場・問 同館（緯５９２－０９８１）

ひの煉瓦ホール（市民会館）ロビー
お昼のミニコンサート（ピアノ）

七生亭「かわせみ寄席」～大
いに笑って福を呼びましょう

日野市消費生活講座～「高齢の方
も簡単にできるアロマを使った健
康づくり講習とヘルシーランチ」

郷土資料館講座「関東におけ
る中世寺院のネットワーク～
多摩丘陵の経塚を中心に」

 

 

日時 ２/２８㈯１３：００～１５：３０
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
講師 今井通子氏（「山は私の学校だっ
た」著者）
問 文化スポーツ課　代表緯
 

日時 ３/４㈬１４：００～１７：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 経営とWEB活用、インターネ
ットの動向とリサーチ技法など
講師 竹内幸次氏（㈱スプラム代表取
締役）
対象 創業予定または創業後間もない
方、事業所・企業の経営者
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課へ電話、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　思（５８３－４４８３）、
死（sangyo@city.hino.lg.jp）
 

 

日時 ３/１４㈯１４：００～１６：３０
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
出演 アラハッツ、歌謡サスペンス、
ダイブ・トゥー・クリーム、ア・コ
ーディオン
定員 １２０人
費用 １,５００円（ワンドリンク、ワンプ
レート付）
申 電話
問 文化スポーツ課　代表緯

日野市文化協会文化講演会「自
然がくれたトキメキ人生～自然
からの学び、そして得たもの」

中小企業の実践WEBマーケ
ティング成功のポイント

サロンミュージックin赤レンガ～
ポップス、モダンフォーク、ジャズ、
昭和歌謡を四つのバンドが演奏

 

 

問 健康課（緯５８１－４１１１）
第３グループ「笑って元気に！健康
づくりの一里塚！」 
日時 ２/１６㈪１３：３０～１５：３０　会場　新町
交流センター※直接会場へ　内容　健
康体操・歌　費用　１００円　持ち物　飲み物、
タオル　その他　動きやすい服装で
第１グループ～みんなで楽しく健康
づくり 
日時 ２/１９㈭１０：００～１２：００　会場　心塾
（旭が丘）※直接会場へ。自動車、バ
イク不可　内容　健康体操、講話、歌な
ど　費用　１００円　持ち物　上履き、バスタ
オル、汗拭きタオル、飲み物、会員
証（お持ちの方）　その他　軽い運動が
できる服装で
第４グループ～今日も明日も元気か
い・健康体操 
日時 ２/２４㈫１０：００～１２：００　会場　湯沢
福祉センター内ゆざわ・ここからネ
ット※直接会場へ　内容　らくらく健
康体操、レクダンスなど　持ち物　タオ
ル、飲み物　その他　動きやすい服装で
ウオーキンググループ～小金井公園
の観梅と玉川上水ウオーキング 
日程 ２/２５㈬※雨天中止　集合　９：３０
三鷹駅改札口。１２：３０武蔵小金井駅南
側広場解散※直接集合場所へ　コース　
野鳥の森公園→玉川上水→小金井公
園（ゆうかり広場・小金井薄紅桜原
木・梅林）→浴恩館公園→仙川※８
㌔、３時間　費用　１００円　持ち物　飲み物、
帽子、健康保険証（写）　その他　中止の
問い合わせは２/２５㈬８：００以降健康
課へ
 

日時 ３/８㈰１０：００～１１：３０
会場 生活・保健センター内健康サポ
ートルーム輝
内容 体組成計による測定や簡易体力
測定を行い、運動への興味をもって
いただく講座
対象 １８歳以上の市内在住者
定員 申込み制で先着２０人
持ち物 室内用運動靴、飲み物など
申 ２/３㈫から電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）

健　康
健康づくり推進員から

からだ分析で新シーズンに備えよ
う！健康サポートルーム輝講習会


