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生活・環境
手作り石けん販売

日時 1/11㈭13:00～14:00※完売次第
終了。降雪・残雪の場合中止
会場 生活・保健センター前庭
問 日野第一生活学校（☎581-0265）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売

日時 1/11㈭・25㈭12:00～13:00
会場 市役所1階正面玄関付近
問 都市農業振興課（☎514-8447）

カワセミハウス写真展～日野
の野鳥たち

日時 1/23㈫～30㈫19:00～21:30※23
は13:00から、30は12:00まで。29㈪を
除く
会場・問 カ ワ セ ミ ハ ウ ス（ ☎581-
1164）

みんなの環境セミナー
問 カワセミハウス（☎581-1164）

▶今が旬！ 冬芽の観察会

日時 1/27㈯10:00～14:30
会場 カワセミハウス、黒川清流公
園
講師 馬場多久男氏（元信州大学農学
部助教授）
定員 申込制で先着25人
申込 1/4㈭から電話
▶黒川清流公園で親子で楽しむ野
鳥観察
日程 1/28㈰
集合 9:30カワセミハウス
講師 金子凱彦氏（日野の自然を守る
会）など
定員 申込制で先着15組
申込 1/4㈭から電話

趣味・教養
七生公会堂ホワイエライブ

日時 1/10㈬15:00～16:00
出演 木村佳恵氏（ピアノ弾き語り）
定員 先着50人
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

障害者のためのイベント～映
画鑑賞会「101匹ワンちゃん実
写版」

日時 1/17㈬13:10～15:00

対象 身体（車いす可）・知的障害の
方、ボランティア
申込 1/10㈬～16㈫に電話
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（☎582-3400）

七生公会堂かわせみ寄席～
古今亭志ん朝の名演映像上映

日時 1/24㈬15:00～16:00
定員 先着50人
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）

日野市立中学校美術展
日時 1/13㈯・14㈰9:00～17:00※14は
16:00まで
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
問 一中（真下☎581-0009）

日野市立中学校書初め展
日時 1/27㈯・28㈰9:30～16:00※28は
15:30まで
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
問 三中（井田☎591-2228）

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 1/13㈯…中村春美氏（メ

ゾソプラノ）、木田和寿氏（テノー
ル）、中島香氏（ピアノ）、豊島千恵
氏（ソプラノ）、河野あゆみ氏（ピア
ノ）、金城泰子氏（ナレーション）、
27㈯…AirBeluga坂野慎哉氏（マン
ドリン）、山下智夫氏（ギター）、大
塚恵美氏（ピアノ）。いずれも12:30
～13:00
会場・問 同ホール（☎585-2011）

実践に役立つ！クラウドファン
ディング講座～共感を支援につ
なげるためのワークショップ

日時 1/14㈰13:30～15:30
会場 市民の森ふれあいホール
内容 クラウドファンディングとは、
始める前に知っておきたいポイント、
実践するためのワークショップ
講師 住吉あゆみ氏（㈱まちづくり立
川）
定員 申込制で先着40人
費用 300円※ひの市民活動団体連絡
会会員は無料
申込 ひの市民活動団体連絡会（
hino.cagcm@gmail.com）へ 電 話
またはメール※下記QRコードから
も申し込み可
問 同連絡会（☎581-6144）、
市地域協働課（☎581-4112）

女性限定傷ついた心の回復を
目指す講座「Bさん（加害者）
とは」

日時 1/20㈯13:30～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了）など
費用 500円（資料代）
その他 1歳～未就学児の保育あり。
手話通訳あり※1/10㈬までに電話、
FAXで申し込み
問 男女平等課（☎584-2733 FAX 584-
2748）

創業するための知識・技術
を身につける創業スクール

日時・内容 下表の通り
日  時 内　　容
1/20㈯ 事業構想・経営理念

27㈯ マーケティング・販売戦略
2/3㈯ 人材活用・資金調達
17㈯ 税務・会計・事業開始の手続き

3/3㈯ ビジネスプラン発表会

会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
講師 浅川絢子氏（HerbNet代表）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）
その他 1歳～未就学児の保育あり。
開催日の10日前までに申し込み
申込 産 業 振 興 課（ FAX 583-4483
sangyo@city.hino.lg.jp）へ 電 話、
FAXまたはメールで。住所、氏名、
電話番号を記入
問 産業振興課（☎514-8437）

普通救命講習
日時 1/21㈰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）
申込 1/4㈭から電話
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

郷土資料館講座～古文書に
親しむ

日時 1/21㈰・28㈰、2/4㈰・18㈰、
3/4㈰・11㈰13:30～15:30
会場 中央公民館高幡台分室
内容 古文書の基礎知識と日野の歴
史を学ぶ、地誌や紀行文を読む
講師 上野さだ子氏（日野の古文書を
読む会会長）、大窪俊彦氏（日野の古
文書を読む会副会長）
対象 原則全回出席できる方
定員 申込制で先着24人
申込 1/4㈭9:00から電話
問 郷土資料館（☎592-0981）

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」
　コミュニケーションを築く際に大

切な「聴く」力を身に付ける講座で
す。「傾聴」を学び、ボランティア
を始めてみませんか。
日時 1/26～2/23の毎週金曜日13:30
～16:00
会場 中央福祉センター
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 申込制で先着30人
費用 3,000円
申込 1/19㈮（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（ FAX 582-0082 hino-vc@
hinosuke.org）へはがき、FAXまた
はメールで。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

（☎582-2318）

東部会館料理教室～身体の芯
からぽっかぽか韓国料理！！

日時 2/3㈯9:30～13:00
会場 東部会館
メニュー 海鮮チゲ鍋、チヂミ、韓国
風サラダ、生姜風味のデザート
講師 鈴木直美氏（料理研究家）
定員 申込制で先着20人
費用 1,000円
申込 1/16㈫9:00から電話
問 東部会館（☎583-4311）

若者と中小企業の交流会
日時 2/7㈬12:30～16:30
会場 立川グランドホテル
内容 中小企業4社が参加し、仕事の
魅力ややりがいを紹介、人事担当者
との交流
申込 1/4㈭9:00から電話
問 しごとセンター多摩（☎042-329-
4510）

キャリアアップ講習（1月）
募集科目 第二種電気工事士（実技）基
礎、Visual C♯によるプログラミン
グ、3次元CAD/CAE（SolidWorks）
基礎
対象 中小企業に在職中の都内在住・
在勤者※派遣、契約社員、パートを
含む
その他 申込方法など詳細は問い合
わせを
会場・問 多摩職業能力開発センター
府中校人材育成プラザ（☎042-367-
8204）

日時 1/13㈯13:30～16:00 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
その他 手話通訳あり　　　　問 都市農業振興課（☎514-8447）

都市農業シンポジウム
次世代の担い手たちによる都市農業の今後
　～都市農業はこれからどう変わっていくのか？

ひの煉瓦ホール（市民会館）
都市農業振興課（☎514-8447）

入場無料
直接会場へ

馬場裕真氏（市内農業者）

岡田正夫氏（三鷹市農業者）

山口卓氏（練馬区農業者） 北沢俊春氏（（一社）東京都
農業会議事務局長）

後藤光蔵氏（武蔵大学名誉教授）

▶パネリスト ▶コーディネーター

・ 女性農業者の会による農
の生け花展示

・ 市内産農産物などの販売
・ パネル展示

■その他

■パネルディスカッション
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