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障害者のためのイベント・社
会交流事業～ぼんぼんミニオ
ン作り� 1007934ID

日時 3月6日㈬13:30から 対象 身体（車
いす可）・知的障害の方およびボラン
ティア 定員 申込制で先着30人 費用 
200円（材料費） 申込 3月1日㈮～5日㈫
に電話※土曜・日曜日を除く 会場・問 
地域活動支援センターやまばと（☎
582-3400）

日野国際交流フェスティバル�
1011282ID

　日本人と外国人が共にふれあう楽
しいフェスティバルに皆さまご参加
ください。
日時 3月10日㈰10:00～15:00 会場 生
活・保健センター 内容 外国人学習者
による日本語でのスピーチ、ランチ
ビュッフェ（ハラルフードもあり）、
歓談・交流、トークイベント｢いろい
ろあります世界の学校｣など 定員 申
込制で先着150人 費用 500円※小学生
以下無料 申込 3月4日㈪から電話 問 

日野市国際交流協会（☎586-9511）

大卒等就職サポートフェア
日時 3月12日 ㈫11:00か ら と15:00か
ら 会場 八王子新卒応援ハローワーク  
内容 就職活動支援（職業相談、求人
情報閲覧・紹介） 対象 平成31年3月大
学・短大など卒業予定の方 定員 各
20人※予約優先 その他 詳細は同施
設 HP 参照 申込 電話 問 同施設（☎
042-631-9505）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（3月）�� 1003501ID

内容 おおむね55歳以上の方対象・
就職面接会および直前対策セミナー

（立川市会場）ほか多数 その他 詳細
は東京しごとセンター多摩 HP 参照
問 同施設（☎042-329-4524）

日野産農産物を使った手作り
パン教室� 1011114ID

日時 3月12日㈫・13日㈬10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 桜あんぱん、いちご大福 
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（☎514-84
47）

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 3月13日㈬14:00から 会場 新町
交流センター 申込 電話 問 ごみゼロ
推進課（☎581-0444）

日野市障害福祉人材育成事業
～障害者ホームヘルパースキ
ルアップ研修� 1006714ID

日時 3月13日㈬15:30～17:00 会場 生
活・保健センター 内容 精神障害を
持つ方への在宅支援～対応とコミュ
ニケーション術 講師 町田博子氏（日
野市民たんぽぽの会理事長） 対象 福
祉職に従事している市内在住・在勤
者 定員 申込制で先着20人 申込 日野
市民たんぽぽの会（ FAX 599-7203）へ
ファクスで。氏名、連絡先を記入 
問 障害福祉課（☎514-8485）

日野市ひきこもり対策支援事業
～家族のつどい� 1003312ID

　同じ境遇にある家族と情報交換が
できる｢家族のつどい｣を開催します。
日時 3月23日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 次の全て
に該当する方①ひきこもりなどの本
人が市内在住②ひきこもりなどの状
態にある子供を持つ家族 定員 申込
制で先着10人 申込 3月18日㈪までに
電話または市役所2階セーフティネ
ットコールセンターへ 問 同センタ
ー（☎514-8542）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

1003313ID

日時 3月24日㈰14:00～16:00 会場 関
戸公民館（多摩市）※直接会場へ 内容 
身近な人を自死で亡くされた方が集
い、気持ちや思いを分かち合う 問 
セーフティネットコールセンター

（☎514-8542）

わんわん教室～犬のしつけ
� 1007436ID

日時 3月31日㈰10:00からと11:00から
※雨天中止 会場 市ドッグラン 講師 
久保木直美氏（ジャパンケンネルク
ラブ公認訓練士） 対象 市内在住者と
飼い犬 定員 各10組※申込多数の場
合は抽選 その他 首輪、リード着用

※ロングリード・伸縮リード不可 
申込 3月20日㈬（必着）までに〒191-
0041南平2-8-5ひのワンパークの会
川島方わんわん教室へ 往復はがき  で。
往信用裏面に住所、氏名、電話番号、
希望時間、犬種、雄雌、歳、愛称、
悩みや相談ごとを、返信用表面に住
所、氏名を記入 問 環境保全課（☎51 
4-8298）

野菜づくり何でも相談会
� 1010663ID

日時 3月16日㈯10:00～12:00 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター 内容 土
づくり、苗選びなど 講師 JA東京み
なみ、NPO法人日野人・援農の会 
定員 申込制で先着20人 申込 NPO法
人日野人・援農の会（佐藤☎581-
4407  t-satou@jcom.zaq.ne.jp）
へ電話またはEメールで。住所、氏
名、電話番号を記入 問 都市農業振
興課（☎514-8447）

交流農園｢市民親子野菜塾｣参
加者募集�� 1009234ID

日時 4月7日㈰、5月5日㈷、6月2日㈰、
7月7日㈰10:00～12:00※天候により
日程変更あり 会場 七ツ塚ファーマー

ズセンター第一交流農園 内容 じゃ
がいも、葉物野菜の栽培など 講師 
NPO法人日野人・援農の会 対象 小
学校低学年の児童と保護者 定員 申
込制で先着10組 費用 1人500円（保険
料） 申込 NPO法人日野人・援農の会

（佐藤☎581-4407  t-satou@jcom.
zaq.ne.jp）へ電話またはEメールで。
住所、氏名、電話番号を記入 問 都
市農業振興課（☎514-8447）

普通救命講習� 1002423ID

日時 3月24日㈰9:00～12:00 会場 日野
消防署 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 3月4日㈪から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

子供・保護者向け
3Dプリンター活用教室
� 1010272ID

日時 3月23日㈯10:00～15:00 会場 Pla 
nT（多摩平の森産業連携センター） 
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） 対象 小学5
年～中学生と保護者 定員 申込制で
先着4組 その他 設計したデータを造
形した作品を後日お渡し 申込 日野
市商工会（ FAX 586-6063  mn.koba 
yashi@shokokai-tokyo.or.jp） へ
電話、ファクスまたはEメールで。
住所、氏名、電話番号、学年を記入 
問 日野市商工会（☎581-3666）

悠々元気体操教室 参加者募集 4月から1年間

日時・会場  右表の通り※おおむね月2回で全20回
内容  市健康体操サポーターによる操体法（体のゆがみを整える）を基本とした筋力トレーニング体操
対象  18歳以上の市内在住・在勤者※さわやか健康体操、悠々元気体操との重複申込不可
定員  右表の通り※申込多数の場合は抽選。結果は3月下旬に通知
費用  1,000円
その他  ミニ楽・楽トレーニング体操の募集は、4月1日号で掲載予定
申込  3月8日㈮（必着）までに〒191-0011日野本町1-6-2生活・保健セン

ター内健康課「楽・楽トレーニング体操係」へ 往復はがき で（1人1通。
夫婦で同一コースを希望する場合は1通で可）。往信用裏面に希望
コース番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、年齢、電
話番号を、返信用表面に住所、氏名を記入

日時・会場  右表の通り※おおむね週1回1時間で全36回。途中で他会場への変更不可
内容  専門の健康運動指導員による寝たきり予防を重視したストレッチ、筋力トレーニングなど
対象  原則70歳以上の市内在住者※65歳以上で日常生活の中で体力に

不安を感じている市内在住者も可。さわやか健康体操、楽・楽
トレーニング体操との重複申込不可

定員  右表の通り※申込多数の場合は抽選。結果は3月下旬に通知
費用 2,000円
申込  3月8日㈮（必着）までに〒191-0011日野本町1-6-2生活・保健セン

ター内健康課「悠々元気体操教室」係へ 往復はがき で（1人1通。夫婦
で同一コースを希望する場合は1通で可）。往信用裏面に希望会場、
希望コース番号（第2希望まで記載可）、住所、氏名（ふりがな）、性別、
生年月日、年齢、電話番号を、返信用表面に住所、氏名を記入

問 健康課（☎581-4111）

楽・楽トレーニング体操 参加者募集 4月から1年間 問 健康課（☎581-4111）平成31年度前期（4～9月）受講生募集

ななお「土曜のひろば」遊学講座

日時 4月13日からの原則毎月第2・第4土曜日
9:00～12:00※保護者・関心のある方の見学可
会場 七生中など
内容・対象・費用 下表の通り
申込 3月13日㈬（必着）までに〒191-8686日
野市生涯学習課ななお「土曜のひろば」遊学
会係へ 往復はがき で。往信用裏面に住所、氏
名（ふりがな）、保護者氏名、講座名、学校
名、新学年、電話番号を記入
問 生涯学習課（☎514-8765）

　「ななお土曜のひろば」は、異年齢が交流しながら、体験学習を通じ
て、子供たちの知的育成と友達作りを目標としています。
　先生は、近所のおじさん、おばさんたちです。ぜひご応募ください。

講座名 自然観察科学 木工工作 初歩の電子工作 ふるさと探検
初 回 費 用 4,500円 4,500円 4,500円 交通費実費
保 険 料 530円（宿泊分含む） 330円 330円 330円
対象学年※1 新小学3年生のみ 新小学4～中学生 新小学5～中学生 新小学3～6年生
定　　員※2 4人 8人 8人 8人

内 　 容

・植物観察と記録、
標本つくりなど

※7月27日～28日 に
宿 泊 講 座（ 別 途
9,000円実費）

・ノミ・カンナ・ノコギ
リを使う

・図面を描く
・箱を作るなど

・ゲルマニウムラジオ
・電子オルゴール・基

板にハンダ付けな
ど

・高幡不動尊と鳴
り竜

・新選組のふるさ
とを訪ねてなど

※1市内在住・在学者対象※2申込多数の場合は抽選

コース番号 会場 曜日 時間 定員
① 南平体育館（注1） 第1・第3火曜日※ 13：00～14：30 150人

② 市民の森ふれあい
ホール（注2） 第2・第4火曜日※ 14：30～16：00

15：00～16：30 170人

※ 休館日・イベントなどで不定期になる場合あり　
（注1） 南平体育館は改修工事のため11月開催分で終了し、12月以降は市民

の森ふれあいホールで開催予定
（注2）市民の森ふれあいホールは12月開催分から時間が変更になる場合あり

　日野宿本陣から、土方歳三と義兄・佐藤彦五郎が参詣した東照宮（八王子市）まで、
史跡や文化財を訪ねがら桜の咲く日野用水と多摩川を歩きます。
日程 3月31日㈰※荒天中止 集合 9:00日野宿本陣、15:00平町バス停解散 定員 申込制で
先着30人 費用 3,000円（見学料・保険料・ガイド料など）持ち物 弁当 申込 3月8日㈮～
24日㈰に日野市観光協会（ FAX 586-8961  info@shinsenhino.com）へファクスまた
はEメールで。申込者全員の住所、氏名、年齢（学年）、連絡先を記入 問 日野市観光
協会（☎586-8808※月曜日を除く）

土方歳三義兄・佐藤彦五郎子孫と歩く
～春の東光寺道ツアー

土方歳三没後150年特別企画

1011132ID

1011132ID

1011280ID

コース番号 会場 曜日 時間 定員
①

福祉支援センター 火曜日
9：30～10：30

各30人

② 10：45～11：45
③

平山交流センター 木曜日
9：30～10：30

④ 10：45～11：45
⑤

生活・保健センター 月曜日
13：30～14：30

⑥ 14：45～15：45
⑦

豊田地区センター 木曜日
13：30～14：30

25人
⑧ 14：45～15：45
⑨ Tomorrow PLAZA内Tree 

HALLひの社会教育センタ
ー（多摩平）

水曜日
9：30～10：30

40人
⑩ 10：45～11：4515 14

催
し


