
催 し
生活・環境

性的マイノリティ理解促進パ
ネル展 1010645ID

日程 12月4日㈫～20日㈭
会場 多摩平の森ふれあい館
問 男女平等課（☎584-2733）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会 
 1002932ID

日時 12月12日㈬14:00から 会場 多摩
平の森ふれあい館 申込 電話 問 ごみ
ゼロ推進課（☎581-0444）

認知症サポーター・ステップ
アップ講座～認知症の方との
接し方 1003585ID

日時 12月13日㈭10:00～11:30
会場 マザアス日野（万願寺）
講師 坂本光徳氏（認知症ケア専門士）
対象 認知症サポーター養成講座を修
了しオレンジリングをお持ちの方
問 地域包括支援センター多摩川苑
（☎582-1707）

キャリアアップ講習参加者募
集 1008142ID

募集科目 ①第三種電気主任技術者科

目合格対策（理論1・2）②Python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）

女性限定傷ついた心の回復を
目指す講座～Bさん（加害者）
は変われるのか? を考えてみ
よう! 1000594ID

日時 12月15日㈯13:30～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
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。12月5日㈬までに電
話、ファクス
問 男女平等課（☎584-2733 FAX 584-
2748）

緑の写真展
日時 12月14日㈮～25日㈫8:30～17:15
※25日は15:00まで。日曜日、祝日
を除く
会場 市役所1階市民ホール

問 環境緑化協会（☎585-4740）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1010422ID

日時 12月17日㈪・18日㈫10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンタ－
メニュー シュートレン、サラダなど
定員 申込制で各日先着10人
費用 2,500円
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

映画「彼らが本気で編むとき
は、」上映 1010646ID

日時 12月20日㈭9:30～11:45と14:00～
16:15
会場 実践女子大学香雪記念館※直接
会場へ
内容 優しさに満ちたトランスジェ
ンダーの女性（生田斗真）を中心に
「大切な人と共に生きること」「形に
とらわれない家族」を描く物語
問 男女平等課（☎584-2733 ）

東京しごとセンター多摩の就
業支援 1003501ID

　「女性対象・すぐ使える！役立つ！
女性のための再就職支援セミナー＆
個別相談会」（小金井市会場）、「29
歳以下対象・しごと体験型若者と企
業の交流会」（府中市会場）など多数
の講座があります。詳細はしごとセ

ンター多摩 HP をご覧ください。
問 同施設（☎042-329-4524）

健康
日野市学校保健会講演会「ア
レルギーQ＆A～アレルギー
の最新情報を知りたい」
 1010486ID

　今回は、食物アレルギー、気管支
ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレ
ルギー性鼻炎など、全てのアレルギ
ー疾患に精通した増田敬先生をお招
きします。
日時 12月6日㈭14:00～16:00
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直
接会場へ
講師 増田敬氏（同愛記念病院小児ア
レルギーセンター長）
問 学校課（☎514-8749）

健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）

 第1グループ～初冬の七生丘陵散策  
 1010457ID

日程 12月14日㈮※雨天中止 集合 9:
30平山城址公園駅、13:00多摩動物
公園駅解散※直接集合場所へ コース 
宗印禅寺～平山季重神社～平山台健
康・市民支援センター～明星大学
（5.2㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、
雨具、健康保険証、防寒着
第3グループ～笑って元気に！ 健康
づくりの一里塚  1010459ID  

日時 12月17日㈪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・歌など 講師 市健康体操
サポーターなど 費用 100円 持ち物 飲
み物、タオル
第4グループ～晩秋多摩丘陵・かた
らいの路を歩きます
 1010460ID  
日程 12月25日㈫※雨天中止 集合 9:
30福祉支援センター、12:00南平丘陵
公園解散※直接集合場所へ コース 
藤治権現～高幡不動尊～高幡城址～
かたらいの路～分岐～南平丘陵公園
（休憩）（3.5㌔※アップダウンが多少
きつい山道が続きます） 持ち物 飲み
物、雨具、帽子、健康保険証、軍手、
タオル

地域介護予防活動支援事業～
シニア体力測定会
日時 12月7日㈮9:30～11:30※受付は
11:00まで
会場 平山交流センター※直接会場へ
内容 握力など6種目の体力測定
対象 65歳以上の方
申込 電話
問 日野市社会福祉協議会（☎584-
1294）

子供・保護者向け
特別支援学級合同学習発表会
 1006068ID

日時 12月14日㈮9:20～12:30

会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
内容 合唱、合奏、劇、和太鼓、展示
など
問 合同学習発表会実行委員会（七生
緑小☎591-0998）

青少年育成会から
三中地区青少年育成会～ふれあい
コンサート  1010468ID

日時 12月15日㈯12:30～15:00 会場 三
中※直接会場へ。車での来場はご遠
慮を 出演 三中、七生緑小、夢が丘小、
潤徳小、八小、マリンバ演奏（原嶋
寛実氏・浅野信子氏） 持ち物 上履き、
靴を入れる袋 問 田邊（☎090-4138-
7502）
三沢中地区青少年育成会～小中交
流会  1010471ID

日時 12月25日㈫12:30～15:45 会場 三
沢中 内容 八小、潤徳小、七生緑小
の6年生が三沢中を見学 対象 小学6
年生 持ち物 カレーを入れるタッパ
ー、スプーン、タオル、筆記用具 
申込 電話 問 藤枝（☎090-6517-7273）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ 1008503ID

日時 12月16日㈰15:00～16:00
対象 生後3～5カ月児と保護者
定員 申込制で先着12組※初めての方
優先
申込 12月5日㈬10:00から電話
会場・問 地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（☎586-1312）

みんなで創る
　地域の居場所！

日野市成人式平成31年

スポーツ推進委員杉山喜廣氏が
「東京都スポーツ功労賞」を受賞

　スポーツ推進委員の杉山喜
廣氏が、10月9日に平成30年
度東京都スポーツ功労賞を受
賞しました。日野市スポーツ
推進委員会議長、（一社）平山
台文化スポーツクラブ理事長
をはじめ数々のスポーツ団体
役員を歴任し、ニュースポー
ツや障害者スポーツなどの普
及に尽力してきた実績が評価
されたものです。
　また、11月15日に（公社）全
国スポーツ推進委員連合の30
年勤続スポーツ推進委員表彰
も併せて受賞しました。
問文化スポーツ課（☎514-8465）

1010647ID
　新成人の対象者には、12月上旬に案内状を送付します。
ぜひ、ご参加ください。案内状が届かない方でも対象者
は出席できますので、お問い合わせください。なお、対
象者以外は入場できません。
　また、会場へは公共交通機関をご利用ください。
日時 1月14日㈷11:00～12:30※受け付けは10:20から 会場 ひ
の煉瓦ホール（市民会館） 内容 成人式典および催し物など 
その他 式典は手話通訳あり。会場は車いすスペースあり 
問 生涯学習課（☎514-8765）

　平成30年度第2回地域懇談会を開催します。隣近所
に暮らす人の顔が見え、共に助け合い、笑い合える、
日野のまちの輝く未来を一緒に考えてみませんか。
　今回の地域懇談会のテーマは「多世代をつなぐ居
場所を考えよう」です。身近に存在する地区センタ
ーを居場所として活用できないか、みんなで考えて
みます。
　自治会活動や市民活動、居場所づくりに取り組ん
でいる方、居場所に興味のある方、アーティストな
ど誰でも参加できます。

日時・会場 下表の通り
申込 各開催日の5日前までに地域協働課（ FAX 581-
4221 ckyodo@city.hino.lg.jp）へ電話、ファクス
またはEメールで。参加中学校区名、参加団体名（あ
れば）、参加者名、連絡先を記入※手話通訳が必要
な方は、12月開催分については12月7日㈮、1・2月開
催分については12月25日㈫までに連絡を

日程 時間 中学校区 会場

12月15日㈯
10:00～12:15 平山中地区 平山中

15:00～17:15 七生中地区 七生中

12月16日㈰
10:00～12:15 四中地区 四中

15:00～17:15 三中地区 三中

1月26日㈯
10:00～12:15 二中地区 多摩平交流センター

15:00～17:15 一中地区 一中

2月2日㈯
10:00～12:15 三沢中地区 三沢中

15:00～17:15 大坂上中地区 新町交流センター

問 地域協働課（☎581-4112）1010498ID

多世代をつなぐ居場所を考えよう

対象は平成10年4月2日～11年4月1日生まれの新成人
1008308ID
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