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趣味・教養
パソコン講習会（1月）
日時・内容・費用 下表の通り 対象 ①
以外は文字入力ができる方 その他 個
別指導（1時間1,500円）あり 申込 12/
22㈮（必着）までに〒191-0011日野本
町2-4-7日野市シルバー人材センタ
ー PC教室係へはがきで。希望講座
名と番号、住所、氏名、電話番号、
OS（分かる方）を記入 会場・問 シル
バー人材センター（☎581-8171）
講座番号・講座名 日時 費用

① 初めてのパソコン
～電源の入切など

1/21㈰･28㈰
10:00～12:00

各3,000円
（テキスト含む）

② Word-2
　文章作成など

1/12㈮･19㈮
10:00～12:00

③ Word-3
　地図の作成など

1/26㈮､ 2/2㈮
10:00～12:00

④ Exceｌ-1
　基本操作など

1/13㈯･20㈯
13:00～15:00

⑤ Exceｌ-2
　グラフ作成など

1/27㈯､ 2/3㈯
13:00～15:00

⑥ デジカメ入門
　写真の修整など

1/13㈯･20㈯
10:00～12:00

⑦ デジカメ応用
　写真の加工など

1/27㈯､ 2/3㈯
10:00～12:00

⑧ G-mailの使い方 1/14㈰
10:00～12:00

1,500円
（テキスト含む）

⑨ 続マイコンを利用
した電子工作～電
子オルゴール作成

1/21㈰
13:00～15:00

4,000円
（部品代、
テキスト含む）

これからの「私らしいはたら
き方」を考えるサロン
日時 1/20㈯10:00～12:00 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 ワークショップ
などを通じて、ライフステージにあ
った「私らしいはたらき方」を考える
講師 ハタラクラブ（はたらくを考え
る夫婦ユニット） 対象 妊産婦、子育
て世代の夫婦など私らしい働き方、
ライフステージにあった働き方に関
心のある方 定員 申込制で先着15人 
その他 1歳～未就学児4人の保育あり
※12/28㈭までに申し込み 申込 電話 
問 男女平等課（☎584-2733）

講演会～外国につながる子ど
もたちは、今
　言葉、文化などの壁がある子供た
ちが日本でどのように生きているの
か、その現状について学びます。
日時 1/20㈯13:30～15:30 会場 生活・
保健センター 講師 中山眞理子氏(東
京の日本語教育を考える会代表) 

対象 中学生以上の方 定員 申込制で
先着80人 申込 12/18㈪から電話 問 日
野市国際交流協会(☎586-9511)

日野市障害福祉人材育成事業
～障害福祉従事者研修
日時・テーマ ①1/23㈫…発達障害の
子とハッピーに暮らすヒント②2/22
㈭…発達障害の子が働くおとなにな
るヒント。いずれも18:30～20:30※1
日のみの参加可。両日参加推奨 会場 
生活・保健センター 講師 堀内祐子
氏（発達障がいハッピーサポート代
表） 対象 福祉職に従事している市内
在住・在勤者など 定員 申込制で先着
50人 申込 12/18㈪～1/19㈮に（社福）
たんぽぽの会（ FAX 599-7203）へFAX
で。住所、氏名を記入 問 障害福祉
課（☎514-8485）

「七生亭かわせみ寄席」新春特
別公演
　「かわせみ寄席」新春公演を特別開
催します。1年ぶりに、師匠方の生
出演。大いに笑って福を呼びましょ
う。
日時 2/4㈰15:00～17:30 出演 三遊亭
圓窓など三遊亭圓窓一門会の皆さま 
定員 先着300人 費用 500円 チケット 
七生公会堂、ひの煉瓦ホール（市民
会館）で販売 会場・問 七生公会堂（☎
593-2911）

多摩職業能力開発センター平成
30年4月入校職業訓練生徒募集
　詳細は各センター・各校にお問い
合わせください。
募集校・募集科目・問  同センター（西
立川☎042-500-8700）…精密加工科、
若年者就業支援科など13科目、八王
子校（☎042-622-8201）…福祉用具
科、電気設備管理科など6科目、府
中校（☎042-367-8201）…クリーンス
タッフ養成科、生活支援サービス科
など8科目

視覚障害者のための音訳ボラ
ンティア（初級）養成講座
　広報ひの・市議会だよりの録音、
自主製作ＣＤ作成など、朗読サーク
ル「ひの」と一緒に活動しませんか。
日時・内容 下表の通り 会場 中央福祉
センター 講師 高橋久美子氏（音訳指
導者） 対象 全回参加できる18～65歳

の市内在住者 定員 申込制で先着10
人 費用 300円（資料代 ）申込 1/15㈪ま
でに電話 問 日野市社会福祉協議会
（☎582-2319）
日程 内容

1/23 発声・発音・アクセント

30
実技～癖のない聞き良い読みの基本
（お知らせ文）

2/ 6 実技～文意を伝える（天声人語より）

13 実技～文意を伝える（言葉の歳時記より）

27 実技～『詩が生まれるとき』より「馬」
※いずれも火曜日。10:00～12:00

都民芸術フェスティバル～都
民寄席

日時 3/16㈮18:00から 会場 ひの煉瓦
ホール（市民会館） 出演 桂文治、入
船亭扇遊、古今亭駒次など 対象 未
就学児入場不可 定員 1,100人※申込
多数の場合は抽選 申込 1/6㈯（消印
有効）までに〒110-0005台東区上野
1-9-5（一社）落語協会内都民寄席実
行委員会へ 往復はがき  で。往信用裏面
に住所、氏名、年齢、電話番号、「開
催日3月16日」、「会場ひの煉瓦ホー
ル」、希望人数（1枚で2人まで）を、
返信用表面に住所、氏名を記入 問 
都民寄席実行委員会（☎03-3833-
8622）、市文化スポーツ課（☎514-
8462）

新選組のふるさと歴史館「第
11回新選組書展」作品募集
　3/1㈭～4/8㈰に新選組のふるさと
歴史館で開催する第11回新選組書展
で全ての応募作品を展示します。ま
た、入賞者には記念品を進呈するほ
か、応募者全員に新選組のふるさと
歴史館招待券を差し上げます。
課題 「誠」、「右土方両君もよろ敷願上
候」、「箱館（函館）」のいずれか一つ 
応募規定 1人1点。半紙大（約33㌢×
24㌢）の用紙に書いた作品に学年・
名前（高校生以上は名前のみ）・雅号

（ある方）を記入。応募作品は返却不
可。著作権は日野市に帰属 審査発表 
2/28㈬に同館および同館 HP  で公表 
申込 1/31㈬（消印有効）までに〒
191-0016神明4-16-1新選組のふるさ
と歴史館へ作品、応募用紙（同館に
あり。同館 HP から ダウンロード 可）、定
形の返信用封筒（82円切手を貼り、
住所・氏名を記入）を郵送 問 同館（☎
583-5100）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
会場・問  同プール（☎583-5266）

①無料水中ウオーキング
②無料スイミングアドバイス
日時 1/5㈮ ①11:00～11:30 ②11:30～
12:00 費用 入場料別途 申込 直接会場
へ
からだにラクラク！アクアエクサ
サイズ
日程 1/5～26の毎週金曜日 コース A
…10:00～11:00、B…13:00～14:00 
定員 各コース20人 費用 5枚5,400円の
チケット購入制※入場料別途

ハンドロウル大会
　日野市発祥のスポ̶ツ「ハンドロ
ウル」を体験してみませんか。カー
リングを、屋内で誰もが楽しめるよ
うに考えられたスポーツです。
日時 1/20㈯8:45～12:00 会場 市民の
森ふれあいホール 費用 500円※当日
徴収 申込 1/10㈬までに電話 問 文化

スポーツ課（☎514-8465）

生活・環境
市内中学生作成の薬物乱用防
止ポスター展示
　青少年の薬物乱用防止対策の一環
として、市内中学生が作成した薬物
乱用防止ポスターを展示します。
日時 12/21㈭～26㈫9:00～17:00※25
㈪は除く。26は15:00まで 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 問 健康課（☎
581-4111）

作文集「緑のまち」の配布
　市内の小学4・6年生が書いた緑や
環境に関する作文をまとめました。
子供たちの環境に関する思いがつま
った作文集を無料配布します。
　なお、配布時には住所、氏名、連
絡先の記入が必須となります。ご了
承ください。
配布開始 12/20㈬から 配布数 先着30
冊 配布場所・問 （公財）日野市環境緑
化協会（☎585-4740）

子供・保護者向け
図書館おはなし会
高幡図書館（☎591-7322） 日程 1/10
㈬・17㈬ 中央図書館（☎586-0584） 
日程 1/10㈬・25㈭ 多摩平図書館（☎
583-2561） 日程 1/11㈭（ひよこタイ
ム）・24㈬ 平山図書館（☎591-7772） 
日程 1/18㈭（ひよこタイム）百草図

書館（☎594-4646） 日程 1/26㈮
　いずれも 対象 0～2歳児、3歳～未
就学児、小学生以上のいずれか 
その他 ひよこタイムとは乳幼児連れ
の保護者が気兼ねなく来館できる時
間。詳細は問い合わせまたは図書館 
HP  参照

健康
地域介護予防活動支援事業～
簡単にできる体操に参加しま
せんか
日時 ①1/15㈪10:00～11:30 ②1/17㈬
13:30～15:00③1/19㈮、2/23㈮、3/9
㈮10:00～11:30 会場 ①新川辺地区セ
ンター②南平西部地区センター③南
平駅西交流センター 対象 65歳以上
の方 定員 申込制で先着①②30人 ③
25人 申込 電話 問 日野市社会福祉協
議会（☎584-1294）

健康づくり推進員ウオーキン
ググループ～日野　裏道細道
たんぼ道
日程 1/10㈬※雨天中止 集合 9:30新町
交流センター、13:00多摩モノレー
ル高幡不動駅北側解散※直接集合場
所へ。日野駅から案内あり コース 仲
田公園の連理木～市民の森スポーツ
公園～用水と細道～大木島自然公園
～東部会館～たんぼ脇の小径

みち

（約8
㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、雨具、
帽子、健康保険証 問 健康課（☎581-
4111）

二中地区アクションプラン
二中地区ブランニング!!!
写真を撮りながらこのまちを知る愉快な市民と
ともに歩くブラブラまち歩き

第4弾！・実践女子大生企画ツアー
日程 1/13㈯※荒天中止 
集合 10:00豊田駅南口階段
下、14:00カワセミハウス
解散 コース 黒川清流公
園など 定員 申込制で先着
20人 費用 100円（写真現
像代）、昼食代実費 申込 
12/18㈪～1/9㈫（ 必着）
に〒191-0011 日野本町
1-6-2日野市地域協働課
（ FAX581-4221 ckyodo
@city.hino.lg.jp）へはが

き、電話、FAXまたはメー
ルで。住所、氏名、年齢、
連絡先、参加人数を記入 
問 同実行委員会（地域協
働課☎581-4112）

東京ヴェルディ女子サッカーチームの「日テレ・ベレーザ」が
プレナスなでしこリーグで3年連続15回目の優勝

　日テレ・ベレーザはプレナスなでしこリーグ・2017シ
ーズンにおいて、3年連続15回目の優勝を果たしました。
10/31には東京ヴェルディ㈱羽生代表取締役社長、日テレ・
ベレーザ森監督・中里選手が市長へ優勝報告を行いました。
来シーズンも活躍が楽しみです。
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