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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 １/８㈭・２２㈭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 １/８㈭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
 

耐震フォーラム 
日時 １/２１㈬１３：３０～１６：３０　会場　都庁
第一本庁舎５階大会議場
木造住宅、ビル・マンション耐震改
修工法等展示会、個別耐震相談会 
日時 １/１６㈮ ～１８㈰１０：００～１８：００※
１８㈰は１６：００まで　会場　新宿駅西口広
場イベントコーナー
耐震化個別相談会 
日時 １/２１㈬１４：００～１７：００　会場　都庁
第一本庁舎５階レセプションホール
体験バスツアー 
日時 １/１３㈫　内容　清水建設技術研究
所見学、本所防災館で地震体験
耐震改修事例見学会 
日時・会場 ①１/１３㈫午後…羽根木マ
ンション②１４㈬午前…ヴェルドミー
ル多摩桜ヶ丘③１４㈬午後…赤坂マカ
ベビル
　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　問　東京都「耐震
キャンペーン事務局」（緯０３－６８０９－
２７２６）
 

　人とのコミュニケーションを築い
ていく際に大切な「聴く」力を身に
付けましょう。
日時 １/２３～２/２０の毎週金曜日１３：
３０～１６：００
会場 中央福祉センター
対象 全回参加できる市内在住・在勤・

生活・環境
リサイクル情報（１月）

東京都耐震キャンペーン

　
HP

傾聴ボランティア入門講座～
りっすん

在学者
定員 申込制で３０人※申込多数の場合
は抽選
費用 ３,０００円
申 １/１６㈮（必着）までに〒１９１－００１１
日野本町７－５－２３日野市ボランテ
ィア・センター（思５８２－００８２死hino-
vc@hinosuke.org）へはがき、FAX
またはEメールで。住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、参加
の動機を記入
問 日野市ボランティア・センター
（緯５８２－２３１８）
 

日時 １/２５㈰９：００～１２：００
内容 心肺蘇生、AEDの使用方法、窒
息の手当、止血の方法など
定員 申込制で先着１０人
費用 １,４００円（テキスト代）
申 １/３㈯から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 １/３１～３/７までの毎週土曜日
１３：００～１７：００※２/２８を除く
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 事業構想・経営理念、マーケテ
ィングの基礎、資金調達、会社設立・
ビジネスプランの作成など
対象 創業予定の方、または創業後間
もない方
定員 申込制で先着２０人
費用 ５,０００円（テキスト代）
申 １/５㈪から産業振興課　代表緯　（思
５８３－４４８３死sangyo@city.hino.lg.
jp）へ電話、FAXまたはEメールで。
住所、氏名、連絡先を記入
問 産業振興課　代表緯
 

内容 講座（月１回）、圃場での実習（月
２～４回）※１～１２月までの原則平日
会場 七ツ塚ファーマーズセンター・
実習農園（新町）
対象 修了後、援農活動ができる方
定員 若干人
申 １/８㈭までに、所定の申込書（市
役所３階産業振興課で配布）に必要
事項を記入し、産業振興課へ
問 産業振興課　代表緯

普通救命講習

創業するための知識・技術を
身につける創業塾

農家の人手不足を補う援農市
民を養成する「農の学校」受
講生追加募集

 

▶多摩職業能力開発センター（昭島
市）　問　緯０４２－５００－８７００
▶同センター八王子校　問　緯０４２－
６２２－８２０１
▶同センター府中校　問　緯０４２－３６７
－８２０１
　いずれも　募集期間　１/６㈫～２/
５㈭　その他　詳細は各校へ問い合わ
せを
 

日時 ２/１２㈭１４：３０～１６：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 生前整理について
講師 佐々木悦子氏（（一社）日本エン
ディングサポート協会）
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 申込制で先着１００人
申 １/５㈪～２/９㈪８：３０～１７：１５
に電話※土曜・日曜日、祝日を除く
問 地域協働課（緯５８１－４１１２）
 

 

日時・出演 １/１０㈯…柴崎光子氏、２４
㈯…ラ・ポルテ。いずれも１２：３０～１３：
００※１月から第２・第４土曜日開催
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

日時 １/１６㈮１０：００～１１：３０
対象 １８～６４歳の身体・知的障害の市
内在住者※車いす可
内容 包装紙で小物入れを製作
その他 送迎あり※片道１００円。１/９
㈮までに申し込み
申 １/１５㈭までに電話
会場・問 同センター（緯５８２－３４００）
 

日時 ２/７㈯１０：００～１５：００
会場 明星大学（程久保）
内容 CADソフトの基礎（FreeCAD）、
３Dプリンターによる造形
講師 川原万人氏（明星大学准教授）

都立多摩職業能力開発センタ
ー職業訓練生（４月入校）募集

南多摩５市連携講座「終活」
～最期まで自分らしく

趣味・教養
ひの煉瓦ホールロビーお昼の
ミニコンサート（ピアノ）

地域活動支援センターやまば
と～活動体験「おりがみ」

話題のものづくりツール「３
Ｄプリンター」でアイデアを
形に

対象 小学５年生～中学生と保護者
定員 申込制で先着１０組
申 １/５㈪から日野市商工会（緯５８１
－３６６６思５８６－６０６３死 r.ikeda@sho
kokai-tokyo.or.jp）へ電話、FAXま
たはEメールで。住所、氏名、学年
を記入。
問 産業振興課　代表緯
 

日時 １/２０㈫１８：３０～２０：３０
会場 生活・保健センター
内容 サービス等利用計画作成につい
て
講師 松坂彰子氏（ケアマネジメント
センターうぃず管理者）、乙訓博文
氏（就労継続支援Ｂ型事業所くつろ
ぎ管理者）
対象 市内障害者施設などに勤務され
ている方、市内在住者
定員 申込制で先着３０人
費用 １００円（資料代）
申 １/６㈫からたんぽぽたかはたセ
ンター（思５９９－７２０３）へFAX。氏
名、連絡先を記入
問 たんぽぽたかはたセンター（緯
５９９－７２９９）、市障害福祉課　代表緯
 

日時 １/２０㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
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※月曜～金曜日は１５：
００以降）
 

日時 ２/１２㈭１８：００～２０：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 トボルザークピアノ五重奏曲、
「ありのままで」など。出演…高橋
希氏（ピアニスト）、小林裕（オーボ
エ奏者）、NHK交響楽団員など
定員 申込制で１,０００人※申込多数の
場合は抽選
その他 未就学児の入場不可
申 １/１５㈭（必着）までに〒１９１－００１１
日野本町４－２－２J：COM「バレ

日野市障害福祉人材育成事業
「相談援助技術研修」

日野産農産物を使った手作り
パン教室～レーズンパン

J：COM日野＆NHKプレゼ
ンツ～バレンタイン・カジュ
アルクラシックコンサート

ンタイン・カジュアルクラシックコ
ンサート」係へ往復はがきで。往信
用裏面に郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号、参加人数（２人まで）
を、返信用表面に住所、氏名を記入。
問 J：COM日野「バレンタイン・カ
ジュアルクラシックコンサート」係
（緯０１２０－９１４－０００）、市文化スポー
ツ課　代表緯
 

日時 ２/１２㈭１８：３０～２０：３０
出演 柳家一琴、三遊亭吉窓
定員 先着３００人
費用 ５００円
申 １/８㈭９：００からひの煉瓦ホー
ル（市民会館）、七生公会堂で販売
問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

内容 第二種電気工事士（基礎実技）、３
次元CAD/CAE（Solid Works）基礎
対象 在職中の都内在住・在勤者
申 １/１０㈯までにFAX（思０４２－３６７
－８２１７）またはTOKYOはたらくネ
ット （http://www.hataraku.me
tro.tokyo.jp/）から
問 多摩職業能力開発センター府中
校（緯０４２－３６７－８２０４※月曜休業）
 

日時 １/２５～３/１の毎週日曜日１３：
３０～１５：３０
会場 中央公民館高幡台分室
講師 上野さだ子氏（日野の古文書を
読む会会長）など
定員 申込制で先着２０人
申 １/４㈰から電話
問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

　多摩平在住の後藤昭夫氏撮影の昭
和４０～６０年代の市内風景写真展
日時 １/１０㈯～４/１２㈰９：００～１７：００
※月曜休館。１/１２㈷は開館、翌１３
㈫休館
会場・問 郷土資料館（緯５９２－０９８１）
 

 

　市立中学校生徒が美術の授業で製

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう！

キャリアアップ講習（１月）

　
HP

日野市の歴史を学ぶ連続講座
～古文書を学ぼう！

企画展「多摩平写真日記」

子供・保護者向け
市立中学校美術展

作した絵画、彫刻、粘土などの作品
を展示します。
日時 １/１７㈯・１８㈰９：００～１７：００※１８
㈰は１６：００まで
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 四中（三浦緯５８３－３９０５）
 

日時 １/１８㈰１０：００～１２：００
会場 生活・保健センター
内容 妊娠、出産、育児について
対象 就業していて平日のママ・パパ
クラスに参加が困難な方
定員 申込制で先着３０組
申 １/５㈪から電話
問 健康課（緯５８１－４１１１）
 

　市内小学校児童が図画工作の授業
で製作した作品を展示します。
日時 １/２２㈭１３：００～１６：３０、２３㈮９：
１５～１６：３０、２４㈯９：１５～１５：３０
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 七生緑小（加藤緯５９１－０９９８）
 

日時 １/２８㈬１０：３０～１１：３０
会場 地域子ども家庭支援センター多
摩平
対象 ７カ月児までと保護者
定員 申込制で先着６組
申 １/１４㈬９：３０から電話
問 同センター（緯５８９－１２６０）
 

日時 １/３１㈯、２/１㈰９：３０～１６：００
※１㈰は１５：３０まで
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
問 五小（髙木緯５８１－０４０７）、三沢中
（井田緯５９２－５０１７）
 

日時 １/３１㈯１５：００～１６：３０
会場 地域子ども家庭支援センター多
摩平※直接会場へ
問 地域子ども家庭支援センター万
願寺（緯５８６－１３１２）

働いている妊婦さんのママ・
パパクラス

市立小学校図画工作展

はじめてママの日「育児のコ
ツ・聞いて安心・話してスッキ
リ～子育て仲間を見つけよう」

市立小・中学校「書初め展」

みんなで話そう！シングルママ・
パパの集い～お子さまも一緒に

催
し

催
し


