
生活・環境
認知症サポーター養成講座

1003585ID

日時 1月13日㈷10:00～11:30 会場 マ
ザアス日野（万願寺） 内容 基礎的知
識を学ぶ 申込・問 地域包括支援セン
ター多摩川苑（☎582-1707）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011096ID

日時 1月15日㈬・16日㈭10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー ねずみ干支の絵柄巻き、他
1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）

みんなの環境セミナー～親子
で楽しむ野鳥かんさつ

1013040ID

日程 1月25日㈯  集合 13:00カワセミハ
ウス、15:00解散  内容 黒川清流公園
で冬の雑木林にやってくる野鳥を親
子で楽しく観察 講師 小久保雅之氏

（日野の自然を守る会）など 対象 親
子 定員 申込制で先着12組 申込 1月4

日㈯から電話※6日㈪・14日㈫・20日
㈪を除く 問 カワセミハウス（☎581-
1164）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1012207ID

日時 1月20日㈪・21日㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 干支パン（ミッキーマウス）
他1品 定員 申込制で各日先着10人程
度 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）

カワセミハウス写真展～日野
の野鳥たち 1013041ID

日時 1月19日㈰～26日㈰9:00～21:30
※20日㈪を除く 会場・問  カワセミハ
ウス（☎581-1164）

普通救命講習 1002423ID

日時 1月26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 1月1日㈷から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」
　寂しい気持ちやつらい気持ちを抱

える方（主に高齢者）のお話に耳を傾
ける「傾聴ボランティア」の基本を学
ぶ講座です。日常生活にも役立つ「聴
く力」が身に付きます。
日時 1月31日～2月28日の毎週金曜
日13:30～16:00 会場 中央福祉センタ
ー 対象 全5回参加できる市内在住・
在勤・在学者を優先 定員 申込制で
先着30人 費用 3,000円 申込 1月24日
㈮（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、ファクスまたはE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 同センター（☎582-2318）

ハローワーク八王子共催事業
～仕事と子育てを両立したい
方のためのパソコン講習

1012390ID

日時  2月4日㈫～6日㈭10:15～16:00 
会場 多摩平の森ふれあい館 内容 ウ
ィンドウズの基本操作、ワード・エ
クセルの基礎知識、メール作成・送
受信、職務経歴書・自己PR書など
の作成など 対象 子育て中で早期に
再就職を目指し3日間連続受講が可
能な方※受講には八王子しごと情報
館マザーズコーナーの登録が必要 
定員 申込制で先着10人 その他 1月1

日時点で生後6カ月～未就学児先着
10人の保育あり※1月27日㈪までに
申し込み 申込 1月6日㈪から電話 問
八王子しごと情報館マザーズコーナ
ー（☎042-680-8403）

ひとり親支援セミナー～これ
で安心！わが家のライフプラ
ンをイメージしてみよう

1013075ID

日時 2月9日㈰10:00～12:00 会場 多摩
平の森ふれあい館 講師 秋田文子氏

（NPO法人はぴシェア理事長） 対象
ひとり親以外の方も可 その他 1歳6
カ月～未就学児先着3人の保育あり
※1月15日㈬までに申し込み 申込 電
話またはEメール（  s-net@city.
hino.lg.jp） 問 セーフティネットコ
ールセンター（☎514-8546）

キャリアアップ講習1月募集
科目 1008142ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
募集科目 ①3次元 CAD/CAE（Solid 
Works）［初級］(2)②第二種電気工
事士（実技）［初級］③VisualC#によ
るプログラミング 対象 中小企業に
在職中（派遣・契約・パート社員を
含む）の都内在住・在勤者 定員 ①25

人②30人③20人 費用 各科目6,500円 
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）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（1月） 1003501ID

内容 「全年齢対象・面接会事前対策セ
ミナー」（小平市会場）、「29歳以下対
象・若者と企業の交流会in cocobun 
ji」（国分寺会場）など多数 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）

趣味・教養
手編みスリッパ講習会
日時 1月17日㈮13:30～15:30 定員 申
込制で先着20人 費用 700円 申込 1月
6日㈪～10日㈮に電話 会場・問  日野
市シルバー人材センター（☎581-
8171）

障害者のためのイベント～社
会交流事業「映画鑑賞会」 

1007934ID

日時 1月15日㈬13:30～15:00 内容 映
画「ボルト」 対象 障害者および一緒
にご覧いただける方 定員 申込制で
先着30人程度 申込 1月6日㈪～14日
㈫に電話※土曜・日曜日、祝日を除

く 会場・問  地域活動支援センターや
まばと（☎582-3400）

市民活動講座～広報ってな
に？届けた先に何がある？

「広報おもしろ作戦会議」
1013036ID

日時 1月25日㈯13:00～15:00 会場 ひ
の市民活動支援センター 講師 野村
智子氏（意外とあそべる日野マガジ
ン） 定員 申込制で先着40人 費用 500
円※ひの市民活動ネットワーク会員
は無料 申込 1月23日㈭までに電話※
土曜・日曜日、祝日を除く 問 NPO
法人ひの市民活動ネットワーク（☎
581-6144）

2019年度小島善太郎作品展示
会 1008170ID

日時 1月29日㈬～2月2日㈰10:00～16:
00※29日は13:00から、2日は15:00ま
で 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館） 
問 文化スポーツ課（☎514-8462）

催 し

1013062ID 問 文化スポーツ課（☎514-8465） 1012968ID

問 日野図書館（☎584-0467）

第14回 歳の鬼あし
多摩川ランニング参加者募集

5月10日㈰開催 日野宿発見隊

「鬼あし」と呼ばれるほどの健脚であった土方歳三にちなみ、ゆかりの
地日野で行われるランニング大会の参加者を募集します。浅川、多摩川
の河川敷サイクリングロードなど、比較的平坦なコースです。多くの皆さ
まの参加をお待ちしています。
日程 5月10日㈰ 種目 20㌔の部 対象 大会当日満18歳以上で、制限時間（4
時間）以内に完走できる走力を有する方※関門閉鎖時間あり 定員 申込制
で先着300人 参加費 一般3,000円、市民2,000円 その他 視覚障害のある方
で伴走者が必要な方は伴走者と参加を（伴走者の参加費は無料）。河川敷
コース使用のため車いすでの参加は不可。 申込 1月6日㈪～2月20日㈭に
下記の方法で申し込み
①インターネット
　ランティス HP 、スポーツエントリーHP

②  ☎ 0570-039-846（平日10:00～17:30）
③  FAX 0120-37-8434ランニングマガジン
『クリール』の申込用紙を使用

④  Famiポート（全国のファミリーマート
内設置）サービスメニューから

まちかど写真館inひの
～祝・日野駅開業1₃₀年

　地域の方に提供していただいた昔の
日野駅の写真を展示します。
日程 1月1日㈷～31日㈮
会場 日野駅改札外東側歩道
その他 日野駅主催「ミニ写真展」も駅構
内で同時開催※入場券要

日野停車場　明治35年頃
佐藤彦五郎新選組資料館所蔵

第９回
あさかわ写真
コンクール

日野市・八王子市連携事業

「浅川」をテーマに312作品の応募から
選考した結果、次の方々が入賞されま
した（敬称略）。
　入賞作品は下記の日程・会場で展示
されるほか、市�HP�で公開しています。
ぜひ、素晴らしい浅川の風景をご覧く
ださい。
◆入賞作品展示◆
日時 1月4日㈯～31日㈮9:00～17:00※1月
6日㈪・14日㈫・20日㈪・27日㈪を除く
会場日野宿交流館

▶一般の部
最優秀賞…設楽誠一

「秋、ふれあい橋の夕焼け」

▶中学生以下の部
最優秀賞…城ヶ崎一心

「晩秋の浅川」

優秀賞…大野滋「雪に暮れゆく廿
里町」、星野郁男「秋の南浅川」
日野市長賞…小野絵理「大切にし
たい！子ども時代」
八王子市長賞…箕箸俊一「堰の流
れで涼をとる」
佳作…池田榮雄、岡田史郎、川
村登、佐々木陽介、中西隆、西
山喜久、古本泰之、水口敦、村
上逸郎、渡邉敦子

優秀賞…石川優太「流れ」、斉藤
優「未来へジャンプ」
日野市長賞…松浦航「浅川のハ
ンター ･灰鷹」
八王子市長賞…井上美桜「朝焼け
の浅川」
佳作…粟埜千洋、桑原心哉、小
山咲風、篠﨑愛里、竹板まりも、
平田実暉、増島美愛、水口信綱、
望月優吾、八木下湖雪

1013140ID

問 緑と清流課（☎514-8309）
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