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DV防止・啓発パネル展
1012908ID

　女性の人権尊重のための意識啓発
や教育の充実を図るため、内閣府で
は毎年11月25日の「女性に対する暴
力撤廃国際日」を含む11月12日〜25
日に「女性に対する暴力をなくす運
動」を実施しています。
日程�11月25日㈪まで�会場�多摩平の
森ふれあい館�問�男女平等課（☎584-
2733）

PlanTビジネスセミナー～ビ
ジネスの魅力を伝えるプロ
モーション 1009980ID

日時�11月20日㈬19:00〜21:00�会場�Pl
anT（多摩平の森産業連携センター）�
講師�大森渚氏（㈱オージュ・コンサ
ルティング代表取締役）�定員�20人�
申込�電話またはEメール�問�産業振
興課（☎514-8442� �sangyo@city.
hino.lg.jp）

カワセミハウス写真展～日野
の植物たち 1012594ID

日時�11月27日㈬〜12月3日㈫9:00〜21:
30※12月3日は14:00まで�内容�日野
市内で見られる植物の写真展（日野
の自然を守る会植物研究グループ写

真提供）�会場・問�カワセミハウス
（☎581-1164）

歳末たすけあいバザー
　収益金は、市内で地域福祉活動や
ボランティア活動などを行っている
団体に配分されます。
日時�12月1日㈰10:00〜14:00�会場�中
央福祉センター�内容�提供物品販売
（日用品・雑貨・衣類など）、模擬店、
喫茶など�その他�公共交通機関のご
利用を。日野市民生児童委員協議会、
日野市赤十字奉仕団共催�問�日野市
社会福祉協議会（☎582-2319）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1012207ID

日時�①12月3日㈫・4日㈬②5日㈭・6
日㈮いずれも10:30〜13:30�会場�七ツ
塚ファーマーズセンター�メニュー
①シュトーレンなど②オレンジクグ
ロフなど�定員�申込制で各日先着10
人程度�費用�各日3,000円�申込�竹内
（☎090-7284-1947）へ電話�問�都市農
業振興課（☎514-8447）

みんなの環境セミナー～黒川清流公
園の冬を探そう！ 1012593ID

日程�12月5日㈭�集合�10:00カワセミ
ハウス、12:00同所解散�講師�小倉紀
雄氏（カワセミハウス館長・東京農工
大学名誉教授）、カワセミハウス職員�
定員�申込制で先着15人�申込�11月19
日㈫から電話�問�カワセミハウス（☎

581-1164※月曜日を除く9:00〜17:15）

ひの市民リサイクルショップ
回転市場～年に一度の着物特
別販売 1010381ID

日時�12月1日㈰11:00〜15:00�会場�回
転市場万願寺店（万願寺）�内容�小紋、
付け下げ、紳士アンサンブル、振り
袖（1点のみ）、帯、和装小物など�問
同市場（☎587-1781※水曜〜日曜日
11:00〜17:30）

エコクッキング～捨てる前の
ひと工夫編 1010561ID

日時�12月6日㈮10:00〜13:00�会場�東
部会館�講師�大原千絵美氏（野菜ソム
リエプロ）�定員�申込制で先着16人�
費用�500円※未就学児無料�その他�保
育あり�申込�11月30日㈯までにひの・
まちの生ごみを考える会（岡田☎
090-7472-0005）へ電話�問�ごみゼロ
推進課（☎581-0444）

自然観察会（12月）～クリスマ
スリースやお正月のしめ縄を
作ろう 1010285ID

日時�12月7日㈯9:30〜12:30�会場�カワ
セミハウス�内容�温かい日差しのあ
たる芝生広場でクリスマスリースと
お正月のしめ縄を作る※雨天時は室
内�講師�石坂亜紀氏（石坂ファームハ
ウス）�サポート�日野みどりの推進委
員�対象�小学生以下は保護者同伴�
定員�申込制で先着30人�費用�1人300
円（材料費）�申込�11月19日㈫〜12月6
日㈮17:00に電話�問�緑と清流課（☎
514-8307）

料理教室
日時�12月7日㈯9:30〜12:00�会場�平山
交流センター�内容�クリスマスが楽
しくなる簡単ケーキ（お菓子）作り�
対象�市内在住者�定員�申込制で先着
20人�費用�500円（材料費）※未就学児
無料�申込�11月18日㈪9:00から電話�
問�日野市企業公社（☎587-6321※平
日8:30〜17:15）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011759ID

日時�12月11日㈬・12日㈭10:30〜13:30�
会場�七ツ塚ファーマーズセンター�
メニュー�クリスマスの絵柄巻き2品�
定員�申込制で各日先着10人程度�費用

各日3,000円�申込�竹内（☎090-7284-
1947）へ電話�問�都市農業振興課（☎
514-8447）

令和元年度日野市障害福祉人
材育成事業～高齢者・精神保健
福祉実務者研修 1006714ID

日時�12月12日㈭18:30〜20:30�会場�生
活・保健センター�内容�高齢者の妄想
について�講師�植田宏樹氏（秋川病院
院長）�対象�主に高齢者・障害保健福
祉業務に従事している市内在住・在
勤者�定員�申込制で先着80人�費用
100円（資料代）�申込�11月15日㈮〜12
月9日㈪に電話※土曜・日曜日を除
く�問�（社福）日野市民たんぽぽの会
（乙

おと

訓
くに

・西山☎599-7299）

福祉のしごとバスツアー型見
学会

日程�12月13日㈮�集合�8:50福祉支援
センター、13:00同所解散�コース�特
別養護老人ホームあすなろ〜百草ふ
くしの里あすなろ〜特別養護老人ホ
ーム豊かな里�その他�ハローワーク
八王子・東京都福祉人材センター共
催�申込�12月12日㈭（必着）までに日
野市社会福祉協議会（ FAX�583-9205）
へ電話、ファクスまたは下記のQR
コードから申込フォームで。住所、
氏名、年齢、性別、電
話番号、福祉業務経験
の有無を記入�問�同協
議会（☎582-2319）

楽しもう！ レクリエーション
（男女平等推進センター登録
団体共催事業） 1012703ID

日時�12月14日㈯13:30〜16:30�会場�多
摩平の森ふれあい館�内容�マンドリ
ン演奏、ポップス（歌と演奏）、江戸
の売り声、手品、よさこい踊り、子
どもの遊び（ゲーム・バルーンアー
ト）�申込�電話�問�日野市レクリエー
ション協会（馬場井☎090-5426-903
7）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～Bさん（加害
者）は変われるのか？を考え
てみよう！ 1011384ID

日時�12月21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・社会福祉
士）など�費用�500円以内※可能な範
囲での負担を�その他�1歳〜未就学児
の保育、手話通訳あり※12月11日㈬
までに電話またはファクスで申し込
み。手話は要相談�問�男女平等課（☎
584-2733�FAX�584-2748）

虹
に じ

友
と も

カフェ～LGBTとその家
族・友人のためのコミュニ
ティースペース 1011381ID

日時�12月15日㈰13:30〜16:00※入退
室自由�会場�多摩平の森ふれあい館
※直接会場へ�対象�本人、親族、支
援者�その他�茶菓子あり�問�男女平等
課（☎584-2733）

イヤーエンドパーティー～年
末に広げよう、友達の輪

日時�12月21日㈯12:30〜15:30�会場�生
活・保健センター�内容�いろいろな
国の人とのおしゃべり、ゲームや歌
など�対象�国際交流に興味のある方�
定員�申込制で先着50人�費用�300円※
軽食付き�申込�11月18日㈪から電話�
問�日野市国際交流協会（☎586-9511
※月曜〜土曜日9:00〜17:00）

レディGO!ワクワク塾受講
生募集（東京都主催事業）

1012925ID

日時�1月10日㈮〜3月26日㈭の週1〜
2回程度�会場�立川グランドホテル
（立川市）�内容�3カ月間のセミナーお
よびインターンシップ�対象�出産な

どにより離職し、再就職の時期など
に悩む女性�定員�申込制で先着30人�
その他�保育あり�申込�電話�問�同塾運
営事務局（☎0120-556-006）

令和2年度市民後見人養成講
座 1006073ID

　日野市・調布市・狛江市・多摩市・
稲城市が共同で運営する多摩南部成
年後見センターが成年後見業務を担
う人材育成を目的とした講座を開催
します。社会貢献に意欲や関心があ
る方は、ぜひご応募ください。
日程・内容�4月中旬〜5月の毎週水曜・
金曜日…基礎講習、6〜7月の毎週水
曜日または金曜日…実務研修、8〜12
月の月1〜2回…現場実習�会場�多摩南
部成年後見センター（調布市）�講師
弁護士、医師、司法書士、社会福祉
士、行政職員、センター職員など�
対象�全日程に参加できる日野市・調
布市・狛江市・多摩市・稲城市在住
者※詳細は募集要領（市役所2階福祉
政策課にあり。市�HP�から�ダウンロード
可）を参照�定員�10〜15人程度※書類
および2月10日㈪〜13日㈭（祝日を除
く）に実施予定の面接選考�申込�12月
2日㈪〜1月17日㈮（必着）に〒182-
0026調布市小島町3-69-2第一荒井麗
峰ビル2階多摩南部成年後見センター
へ所定の経歴書（募集要領に添付）、
作文「市民後見人に関する私の考え」
（700〜800字）を持参または郵送�問
同センター担当コーディネーター
（☎042-498-5802）

商店会を応援しよう！商店会を応援しよう！
　今年度も市内で頑張る商店会のイベント活動を紹介します。魅力満載の内
容ですので、皆さまお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。都合により
開催日時や内容が変更になる場合がありますので、事前に各商店会にご確認
ください。
■南平駅南口商店会～歳末大売出し
日時�11月18日㈪〜12月15日㈰�会場�同商店会�内容�抽選会�その他 �売り出し期間
中にお買い物をした方に金額に応じた抽選補助券を配布。抽選会は12月14日
㈯・15日㈰�問�新倉（☎591-7575）
■高幡不動商店会～高幡不動商店会謝恩福引歳末セール
日時�11月21日㈭〜12月8日㈰�会場�同商店会�内容�抽選会、ふれあいギャラリー�
その他 �抽選会は12月7日㈯・8日㈰12:00〜18:00�問�堀内（☎591-3327）
■高幡若宮通り商店会～光のフェスタ
日時�11月22日㈮〜2月3日㈪�会場�同商店会�内容�和の光から洋の世界をイルミネ
ーションが作り出す�問�小林（☎090-1420-3521）
■高幡不動参道会～歳末謝恩セール
日時�12月20日㈮〜2月5日㈬�会場�同商店会�内容提

ちょう

灯
ちん

飾り�その他 �期間中にお買い
物をした方に記念品を配布※数に限りあり�問�峯岸（☎080-9804-8244）

問�産業振興課（☎514-8437） 1010397ID商店会どっと混む!

問子育て課（☎514-8579）

日時�11月23日㈷10:00〜16:00�会場�仲田の森蚕
さん

糸
し

公園内自然体験広場※直接会
場へ�内容�たき火（マシュマロなど持
参すれば焼くこともできます）、ドラ
ム缶でピザを焼こう（ピザ持参）、工
作・遊びコーナーなど�持ち物�飲み物、
タオル、軍手、汚れてもいい服装（火
にあたる人は綿の服）※長くいる人
は弁当、懐中電灯�その他�当日は家族
ふれ愛写真展の表彰式も開催

あきなかだ 1000584ID

夏休みに開設している自然体験広場を秋にも1日だけ特別開設します。
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