
催 し
健康

健康づくり推進員ウオーキン
ググループ～谷保の田園風景
を探して梅花を愛でる
� 1013087ID

日程 2月12日㈬※雨天中止。当日の
実施確認は8:00～8:30に☎080-4347
-1265へ 集合 9:30福祉支援センター、
12:30谷保天満宮解散※直接集合場
所へ コース ねんも公園～みなみぼり
遊歩道～ママ下湧水～矢川おんだし
～はけ下散策路～谷保の田畑（7㌔） 
費用 100円 持ち物 飲み物、雨具、帽子、
健康保険証 問 健康課（☎581-4111）

子ども・保護者向け
保護者向け～読み聞かせに向
く絵本の紹介� 1013004ID

日時 1月31日㈮10:30～11:00※直接会
場へ 対象 小学校などで読み聞かせを
する方 その他 詳細は図書館 HP 参照 
会場・問  中央図書館（☎586-0584）

一中地区青少年育成会～小中
交流会� 1010695ID

日時 2月1日㈯9:30～13:00 会場 一中※
車での来場はご遠慮を 内容 一中生徒
と小学生がゲームを通じて交流 対象 
一中入学予定の小学6年生 持ち物 上
履き、カレーライスを食べる皿、ス
プーン、コップ 問 同会（伊野☎587-
1419）

はじめてママの日～子育てひろば
体験をしてみよう� 1009504ID

日時 2月5日㈬14:00～15:00 内容 おし
ゃべりタイム、はぴはぴタイム体験 
対象 ひろば利用が初めての生後5カ
月児までと母親または妊娠中の方 
定員 申込制で先着5組 申込 1月22日
㈬10:00から電話 会場・問  地域子ども
家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

（☎589-1260）

図書館おはなし会（2月）
� 1013117ID

 高幡図書館（☎591-7322） 日程 2月5
日㈬・19日㈬  中央図書館（☎586-05  
84） 日程 2月12日㈬・27日㈭  多摩平

図書館（☎583-2561） 日程 2月13日㈭
（ひよこタイム）・26日㈬  日野図書館
（☎584-0467） 日程 2月19日㈬ 平山

図書館（☎591-7772） 日程 2月20日㈭
（ひよこタイム） 百草図書館（☎594-

4646）  日程 2月28日㈮
　いずれも直接会場へ 対象 0～2歳
児、3歳～未就学児、小学生以上の
いずれか その他 ひよこタイムとは
乳幼児連れの保護者が気兼ねなく来
館できる時間。詳細は各館に問い合
わせまたは図書館 HP  を参照

スポーツ
平山台文化スポーツクラブから
� 1003186ID

 ノルディックウオーキング  日時 1
月19日㈰、2月2日㈰、3月1日㈰9:30
～12:00 講師 朝倉知子氏（公認上級指
導員） 費用 300円※会員150円
 スポーツウェルネス吹き矢  日時 毎
週水曜日10:00～12:00 講師 村野米三
氏（公認指導者） 費用 600円※会員
300円
 ソフトエアロ教室  日時 毎週金曜日
14:00～15:30 講師 星野佳代子氏（公
認指導者） 費用 600円※会員300円
　いずれも 会場 平山台健康・市民
支援センター 申込 電話 問 同クラブ
（☎506-9979）

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問  同 プ ー ル（ ☎583-5266※
9:30～20:30） 1000974ID

①無料水中ウオーキングアドバイス 
②無料スイミングアドバイス  日時 
2月7日㈮①11:00～11:30②11:30～12:00
※直接会場へ 費用 入場料別途
からだにラクラク！アクアエクサ
サイズ  日時 毎週金曜日10:00～11:00
…Aコース、13:00～14:00…Bコース 
定員 各20人 費用 5枚つづり5,500円の
チケット購入制※入場料別途
 臨時休業のお知らせ 
　1月21日㈫・22日㈬は定期清掃のた
め、プールのみ休業します。

軟式野球審判講習会
� 1010772ID

日時 2月23日㈷9:00～16:00 会場・内容 
午前…実技（万願寺中央公園グラウ
ンド※雨天の場合は生活・保健セン
ター）、午後…講義（生活・保健セン

ター） 講師 東京都軟式野球連盟技術
指導員 対象 市内在住・在勤・在学者 
申込 2月7日㈮までに電話 問 文化ス
ポーツ課（☎514-8465）

生活・環境
公共職業訓練4月入校生募集
� 1008142ID

募集科目 メカトロニクス科、福祉用
具科など その他 対象・申込方法な
ど詳細は問い合わせを。1月16日～
30日の毎週木曜日14:00から見学会
あり 問 多摩職業能力開発センター
八王子校（☎042-622-8201）

第4回市民講座～地域日本語
教育の展開と多文化共生社会
� 1010980ID

日時 1月25日㈯13:30～15:30 会場 生
活・保健センター 内容 多言語多文
化化する日本の状況、地域における
日本語教育、学習支援の重要性など 
講師 野山広氏（国立国語研究所日本
語教育研究領域准教授） 定員 申込制
で先着50人 申込 電話 問 日野市国際
交流協会（☎586-9511※月曜～土曜
日9:00～17:00）

商店会どっと混む！「商店会
を応援しよう」� 1013105ID

 豊田北口商店連合会～新春の集い 
日時 1月26日㈰11:00～15:00 会場 多
摩平第七公園 内容 餅つき大会、ガ
ラポン抽選会、豊田囃

は や し

子、おしるこ・
豚汁の無料配布 その他 抽選会は
13:00～14:00 問 梅田（☎586-6150）

日野市明るい選挙啓発講演
会・ポスター作品展

 講演会  1010493ID

　さまざまな意見や価
値判断を持つ人々がい
る社会で、物事を決め
なければならないと
き、私たちは多数決や
選挙といった制度・ルールを使いま
す。どのような社会的な決め方が望
ましいのか、考えてみましょう。
日時 1月26日㈰14:00から※13:30開場 
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ 内容 社会的な決め方の理論
～多数決・選挙・MVP投票 講師 蓼

た で

沼
ぬ ま

宏
こ う

一
い ち

氏（一橋大学長・写真） 定員 100人 

その他 手話通訳あり
 ポスター作品展  1005351ID

　児童・生徒による応募作品248点の
中から、審査の結果選出された日野
市優秀賞・
入選作品
29点（全国
審査作品・
東京都入
選作品を
含む）を展
示します。
日時  1 月
20日㈪～31日㈮8:30～17:15※20日
は13:00から、31日は12:00まで。26
日㈰を除く 会場 市役所1階市民ホー
ル
　いずれも 問 選挙管理委員会事務
局（☎514-8806）

水辺50選ガイドツアー～日野
市内を対岸から見てみよう
� 1007770ID

日程 2月1日㈯ 集合 9:00多摩都市モノ
レール柴崎体育館駅東口階段下、12
:00万願寺駅解散 コース 根川～日野
の渡し碑～府中用水取水門～万願寺
渡船場跡～ママ下湧水～矢川おんだ
し～国立市古民家 対象 3㌔以上歩け
る小学生以上の市内在住者※小学生
は保護者同伴 定員 申込制で先着20
人 申込 1月15日㈬から電話 問 緑と
清流課（☎514-8309）

東部会館料理教室～寒い冬は
ほっこり鍋であたたかく

日時 2月1日㈯9:30～13:00 メニュー イ
タリアンチーズ鍋、カリフォルニア
ロール、ペペロンチーノ風大根サラ
ダ、しっとりチョコボール（予定） 
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月21日㈫9:00から電話 会場・問  東部
会館（☎583-4311）

50歳代以上向けPlanTビジネ
スセミナー～もし私が起業を
したのなら� 1011697ID

日時 2月8日㈯10:00～12:00 会場 PlanT
（多摩平の森産業連携センター） 内容 
ワークショップを通じて、自分のス
キル・経験を棚卸し、自分自身の価
値を最大限生かし、起業したときを
イメージした具体的なプロフィール

◀
日
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品

作りを行う 講師 釣谷慎吾氏（㈱ファ
ーストブランド） 定員 申込制で先着
20人 申込 1月17日㈮から電話、ファ
クスまたはEメールで。住所、氏名、
電話番号を記入 問 産業振興課（☎
514-8442  FAX 583-4483  sangyo@
city.hino.lg.jp）

春の草花・家庭果樹の管理講習会
日時 2月7日㈮9:30～11:30 会場 緑化
交流センター 講師 三浦香澄氏（グリ
ーンアドバイザー・園芸ソムリエ） 
定員 申込制で先着40人 申込 1月17日
㈮8:30から電話 問 （公財）日野市環
境緑化協会（☎585-4740）

発達支援講演会「僕たち私た
ちと考えよう！合理的配慮っ
てなぁに？」� 1012389ID

日時 2月8日㈯14:00～16:00 会場 エー
ル（発達・教育支援センター） 講師 
吉野智子氏（早稲田大学発達障がい
学生支援コーディネーター・心理士） 
定員 申込制で先着50人 その他 1歳～
未就学児の保育あり（先着）※要電話
申し込み 申込 1月15日㈬9:00から電
話、ファクスまたはEメール（  ha 
ttatsu@city.hino.lg.jp）で。氏名、
電話番号を記入 問 発達・教育支援
センター（☎589-8877 FAX 514-8740）

日野市障害者訪問学級講師養
成講座� 1013177ID

　一人で外出することが困難な市内
在住の障害者に学習の機会を保障す
るため、講師を派遣しています。講
師および本事業をお手伝いいただく
スタッフも随時募集しています。
日時 2月9日㈰13:30～15:45 会場 生活・
保健センター※直接会場へ 内容 学級
生の授業紹介、ボッチャの体験 問 障
害者訪問学級（名取☎592-1517）、市
生涯学習課（☎514-8765）

ハローワーク八王子・八王子
市・日野市共催事業～八王子・
日野しごとと子育て両立支援
就職面接会� 1012391ID

日時 2月14日㈮12:30から※入退場自
由 会場 八王子市生涯学習センター
※直接会場へ 対象 子育てや介護な
ど家庭と仕事の両立を希望する方、
将来の両立を考えている方、結婚・
家事・育児・介護などにより働いて

いた期間にブランクのある方 
参加企業 5社程度 持ち物 履歴書数枚 
その他 1歳～未就学児の保育あり※1
月31日㈮～2月7日㈮に申し込み（先
着順） 問 八王子しごと情報館（☎
042-680-8403）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～自尊心につい
て知ろう� 1011384ID

日時 2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・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※2月5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 2月16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）

日野市ひきこもり対策支援事
業～個別相談会� 1003310ID

日時 原則毎月第3水曜日13:30～15:00、
15:30～17:00 会場 市役所2階面接室 
対象 ひきこもりなどの状態にある
方、またはその家族など 定員 各回1
組 その他 詳細は問い合わせを 申込 
電話または窓口へ 問 セーフティネ
ットコールセンター（☎514-8542）

サイバーセキュリティセミ
ナー� 1010971ID

日時 2月5日㈬14:30～16:30 会場 Pla 
nT（多摩平の森産業連携センター） 
内容 サイバー空間の脅威と現状、
サイバーセキュリティ対策 講師 警視
庁サイバーセキュリティ対策本部員
など 対象 中小企業者またはサイバ
ーセキュリティ対策に興味がある方 
定員 申込制で先着30人 申込 Eメー
ル、ファクスまたは電話で。会社名、
業種、氏名、電話番号を記入 問 日
野市商工会（☎581-3666 FAX 586-606 
3  hino-s@jcom.zaq.ne.jp）
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