
催 し
記念行事・フェスタ・複合イベント
ひの市マイナちゃんの日2017
〜マイナちゃんと遊ぼう、学
ぼう、聞いてみよう！

日時 11/11㈯ 9:00～16:00 会場 市役所
1階市民窓口課待合ロビー 内容 マイ
ナンバー・コンビニ交付パネル展、
マイナンバーなんでも相談室、マイ
ナポータル体験、お子さま向けミニ
ゲームコーナー、マイナちゃんぬり
絵作品展 持ち物 マイナンバーカー
ド（お持ちの方） その他 プレゼント
あり 問 市民窓口課（☎514-8206）

日野市と近隣８市による広域
連携サミット

　日野市および近隣8市の市長が一
堂に会し、広域的な行政課題につい
て話し合う広域連携サミットの傍聴
者を募集します。
日時 11/21㈫ 15:00～17:30 会場 ホテ
ル日航立川東京（立川市）※直接会場
へ。公共交通機関で来場を テーマ 
広域連携による観光施策の推進～多
摩の魅力を生かした観光振興に向け
て 問 企画経営課（☎514-8047）

市立図書館日野ヤングスタッ
フと実践女子大学学生による
ビブリオバトル〜実践女子大
学第61回常磐祭イベント

日時 11/12㈰ 14:00～16:00 会場 実践
女子大学日野キャンパス図書館※直
接 会 場 へ 問 高 幡 図 書 館（ ☎591-
7322）

趣味・教養
七生公会堂無料イベント
会場・問  七生公会堂（☎593-2911）

ホワイエライブ  日時 11/8㈬15:00～
16:00 出演 楯まゆみ氏（ピアノ）、門
間久美子氏（箏） 定員 先着50人
かわせみ寄席～古今亭志ん朝名演
映像上映 日時11/15㈬15:00～16:00 
定員 先着50人

DV防止・啓発パネル展〜女
性に対する暴力をなくす運動

日程 11/9㈭～21㈫ 会場 イオンモー
ル多摩平の森GF陽だまりのアトリ
ウム 問 男女平等課（☎584-2733）

ひの煉瓦ホール（市民会館）
ロビー〜 100歳のピアノによ
るお昼のミニコンサート

日時・出演 11/11㈯…岡村由香里氏

（ユーフォニアム）・川合優子氏（ピ
アノ）、25㈯…秋山紗穂氏（ピアノ）
いずれも12:30～13:00 会場・問 同ホ
ール（☎585-2011）
多 摩 西 人 権 啓 発 活 動 地 域
ネットワーク協議会事業
問市長公室市民相談担当（☎514-
8094）

子どもからの人権メッセージ発表会
日時 11/12㈰ 13:00～16:00 会場 たま
しんRISURUホール（立川市） 内容 
多摩17市町村の小学生による人権に
関する発表、立川市立第七小児童に
よる合唱 定員 先着800人
講演と音楽のつどい  日時 11/19㈰
13:30～16:00 会場 秋川キララホール

（あきる野市） 内容 佐久間レイ氏によ
る歌とトークと朗読、佐田詠夢氏に
よるピアノ演奏、少年少女合唱団ア
ヴニールによる合唱 定員 先着702人

知的財産セミナー〜インター
ネットビジネスと著作権

日時 11/16㈭ 10:00～12:00 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター） 
内容 著作権の概要説明、事例紹介、
ワークショップ※12:10～12:40に希
望者は個別相談あり 講師 下田一弘氏

（日本弁理士会関東支部弁理士） 定員 
申 込 制 で 先 着20人 申込 BusiNest

（ FAX 565-1205）へ FAX ま た は Busi 

Nest HP  から申し込み。氏名、住所、
電話番号、個別相談希望の有無、個
別相談内容を記入 問 産業振興課（☎
514-8442）

障害者のための社会交流事
業〜クッキングたこ焼き屋

日時  11/15㈬13:30～15:30 対象 身体
(車いす可)・知的・精神障害の市内
在住者、ボランティア 申込 11/8㈬
～14㈫に電話 会場・問 地域活動支
援センターやまばと（☎582-3400）

正社員就職面接会〜八王子
市・日野市の企業10社参加

日時 11/22㈬13:30～16:00 会場 八王
子市学園都市センター 対象 正社員
としての就職を希望している方 問 
ハ ロ ー ワ ー ク 八 王 子（ ☎042-648-
8634）

講演会「デートDV 〜恋人間
での暴力について」若い方も
親世代も知ってほしいＤＶの
基礎知識

日時 11/29㈬13:30～15:30 会場 イオ
ンモール多摩平の森イオンホール※
直接会場へ 講師 西山さつき氏（ＮＰ
Ｏ法人レジリエンス副代表） その他 
11/17㈮までに申込制で、1歳～未就
学児の保育あり 問 男女平等課（☎
584-2733）

無料映画上映会「シング」

©2016Universal Studios.All Right Reserved

日時 11/19㈰ 14:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館）※直接会場へ 
定員 先着1,000人 問（一社）日野市勤
労者福祉サービスセンター（☎581-
6711）

普通救命講習〜心肺蘇生、AED
の使用方法、窒息の手当など

日時 11/19㈰9:00～12:00 講師 日野消
防署職員 定員 申込制で先着10人 
費用 1,400円（テキスト代） 申込 11/6
㈪から電話 会場・問 日野消防署（☎
581-0119）

日野市老人クラブ連合会〜
童謡・唱歌を歌おう会

日時 11/22㈬14:00～15:45 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館）※直接会場へ 
問 同連合会事務局（☎080-4573-8853
※平日9:00～17:00）

東京しごとセンター多摩の就
業支援

　若者と企業の交流会、就職面接会、
女性・シニア・ミドルのための再就
職支援など多数あります。詳細は同
センター HP  をご覧ください。問 同
センター（☎042-329-4524）

映画「彼らが本気で編むとき
は、」上映
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日時 12/1㈮9:30からと14:00から 会場 
実践女子大学（大坂上） その他 12/10
㈰にイオンモール多摩平の森で同映
画上映。詳細は日野映像支援隊（☎
843-1301）へ 問 い 合 わ せ を 申込 
11/15㈬までに男女平等課（ FAX 584-
2748   danjyo@city.hino.lg.jp）
へFAXまたはメールで。12/1映画
上映会、参加者全員の氏名、代表者
連絡先、午前または午後を記入※申
込多数の場合は抽選。定員に満たな
い場合は当日参加可 問 男女平等課

（☎584-2733）

　現在の市民陸上競技場や仲田の森蚕
さ ん し

糸公園などの地域に
は、かつて養蚕や蚕糸技術の研究を担った研究施設が存在
しました。現在もその一部である第一蚕室（昭和7年築）が、
仲田の森蚕糸公園内にあります。今回、この蚕室の1階内部
を公開し、解説や関連資料展示などを行います。
　「産業まつり」当日、近代の絹産業に思いをはせるととも
に、日野の重要な文化遺産（国登録有形文化財）に新たな目
を向けてみませんか。

日時 11/11㈯・12㈰
　　10:00～15:00
会場 仲田の森蚕糸公園
　　※直接会場へ
問 生涯学習課
　（☎514-8792）

日野市初！国登録有形文化財
旧農林省蚕糸試験場

日野桑園第一蚕室（桑ハウス）の公開

中央図書館で楽しむ
TOYODA BEER

日野市・八王子市共同事業
多摩・島しょ子ども体験塾

たにぞうファミリーコンサート
　豊田の歴史を伝えるTOYODA BEERを、
豊田にある中央図書館で紹介する特別な時
間。TOYODA BEER（瓶のみ）の販売があ
り、館内で味わっていただけます。
日時 11/18㈯17:15～19:00
会場・問 中央図書館（☎586-0584）

 主催 日野優良法人会
入場無料。どなたでもご参加いた
だけます

盲目のピアニスト・辻井伸行氏の母

辻井いつ子氏講演
「親ばか」のススメ
子どもの才能を引き出す法則とは
日時 11/25㈯14:30～16:30
会場 イオンモール多摩平の森イオ
ンホール
定員 申込制で先着250人
後援 日野税務署、日野市、日野市
教育委員会、（公社）日野法人会
協賛 イオンモール多摩平の森
申込 電話
問 日野優良法人会（☎593-9900）

　子供たちに歌とダンスが大人気の「ヒノソング」。作者である「たにぞう」こと谷
口國博さんによるファミリーコンサート（2回公演）の参加者を募集します。詳細
は市 HP および市内各児童館で配布するチラシをご覧ください。
日時 平成30年2/4㈰①13:00～14:30②16:00～17:30
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
対象 18歳以下の日野市・八王子市在住・在学者
と保護者※小学生以下は保護者同伴
定員 各回1,000人※申込多数の場合は抽選
費用 1席500円
申込 11/24㈮（消印有効）までに〒191-0043平山
3-26-3ひらやま児童館へ 往復はがき  （1枚で5人ま
で）で。往信用裏面に参加者全員の氏名・年齢、
代表者電話番号、必要座席数（最大5席）、返信用
表面に住所、氏名を記入
問 子育て課（☎514-8636）

「税を考える週間」
記念講演会
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