
催 し
子ども・保護者向け
図書館おはなし会（1月）
� 1015694ID

日時・会場・定員・問  下表の通り
 0～2歳児対象 

会場・問 日時 定員
高幡図書館

（☎591-7322）
1月6日㈬
15：00～15：15 先着5組

中央図書館
（☎586-0584）

1月28日㈭
10：30～10：45 先着5組

多摩平図書館
（☎583-2561）

1月14日㈭
10：30～10：45

（ひよこタイム）
先着5組

百草図書館
（☎594-4646）

1月20日㈬
15：00～15：15 先着4組

平山図書館
（☎591-7772）

1月21日㈭
10：30～10：45

（ひよこタイム）
先着3組

 3歳～未就学児対象 
会場・問 日時 定員

高幡図書館
（☎591-7322）

1月6日㈬
15：30～15：45 先着5組

中央図書館
（☎586-0584）

1月13日㈬
15：30～15：45 先着5組

多摩平図書館
（☎583-2561）

1月27日㈬
15：30～15：45 先着5組

日野図書館
（☎584-0467）

1月20日㈬
15：30～15：45 先着4組

百草図書館
（☎594-4646）

1月20日㈬
15：30～15：45 先着4組

　いずれも 申込 開催日当日の15分
前から各館で受け付け（先着順） 
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。新型コロナウイルス感染症防止
対策の詳細は、図書館 HP を参照ま
たは各館に問い合わせを

リーダーと楽しく学ぼう～防
災学習＆野外炊飯体験

　詳細はお問い合わせください。 
日程 1月30日㈯・31日㈰ 会場 国立オ
リンピック記念青少年総合センター

（渋谷区） 内容 ジュニア防災検定、
災害時の野外炊飯、防災グッズ・
AEDの使い方など 対象 小学2年～
中学生 定員 20人 申込 1月15日㈮ま
で 問 （公財）国際青少年研修協会（☎
03-6825-3130  FAX 03-3981-2712  in 
fo@kskk.or.jp）

生活・環境
オンラインで配信中のひきこ
もりセミナー「ひきこもりと
“居場所”」上映会
� 1015276ID

日時 12月21日㈪10:00～11:00 会場 市
役所5階505会議室 定員 申込制で先
着30人 申込 電話 問 セーフティネッ
トコールセンター（☎514-8542）

みなみの恵み年末感謝セール
～暮れの野菜販売
� 1010767ID

　ファーマーズマーケット東京みな
みの恵みで年末感謝セールを開催し
ます。新鮮な日野産野菜が勢ぞろい
します。ぜひお出掛けください。 
日時 12月26日 ㈯～30日 ㈬10:00か ら 
会場・問  ファーマーズマーケット東
京みなみの恵み（☎589-0373）

緑の写真展
日時 1月5日 ㈫～15日 ㈮8:30～17:15※

日曜日、祝日を除く。15日は15:00ま
で 会場 市役所1階市民ホール 問 （公
財 ）日 野 市 環 境 緑 化 協 会（ ☎585-
4740）

東京しごとセンター多摩女性
しごと応援テラス「多摩ブラ�
ンチ」立川市にオープン�
� 1015941ID

　「女性しごと応援テラス多摩ブラ
ンチ」は、結婚・出産・育児・介護
などから再就職を目指す女性を対象
に、カウンセリングやセミナーなど
さまざまな支援メニューを用意して
います。キッズスペースもあります

（見守りサービスは要予約）。
会場・問  東京しごとセンター多摩女
性しごと応援テラス多摩ブランチ

（☎042-529-9001）

趣味・教養
新選組のふるさと歴史館「第
14回新選組書展」作品募集
� 1015942ID

　新選組ゆかりの文字を書く筆文字
コンクールです。すべての応募作品
は、3月1日～31日に新選組のふるさ
と歴史館で開催する第14回新選組書
展で展示します。また入賞者には記
念品を進呈するほか、応募者全員に
新選組のふるさと歴史館招待券を差
し上げます。
課題 「誠」「躬を大樹公ニ致志願ニ
候」「近藤勇」のうち、いずれか一つ 
応募規定 1人1点のみ応募可。半紙大

（約33㌢×24㌢）の用紙に書いた作品
に学年・名前（高校生以上は名前の

み）を記入。雅号の場合は応募用紙
にも雅号の記入を。応募作品は返却
不可。著作権は市に帰属 審査員 宮
地正人氏（元国立歴史民俗博物館館
長）、杉田純一氏（高幡不動尊金剛寺
貫 主 ）、 小 熊 廣 美 氏（ 書 家 ）な ど 
審査発表 2月28日㈰に新選組のふる
さと歴史館および同館 HP で公表 
申込 1月31日㈰（消印有効）までに〒
191-0016神明4-16-1新選組のふるさ
と歴史館へ作品、応募用紙（住所、
氏名、小・中学生は学校名・学年を
記入）、定形の返信用封筒（84円切手
を貼付、住所、氏名を記入）を郵送 
問 同館（☎583-5100）

パソコン講習会（1月）
日時・内容 下表の通り 対象 ①以外は
文字入力ができる方 費用 ①～⑧各
3,060円⑨1,020円※いずれもテキス
ト 代 含 む その他 個 別 指 導（1時 間
1,530円）あり 申込 12月22日㈫（必着）
までに〒191-0011日野本町2-4-7日
野市シルバー人材センター PC教室
係へはがきで。希望講座名と番号、
住所、氏名、電話番号、OS（分かる
方）を記入 会場・問  同センター（☎
581-8171）

番号・講座名 日時

①  初 め て の パ ソ コ ン
（基本操作）～電源の
入切、マウス操作、
文字入力

1月23日㈯・30日㈯
10:00～12:00

②  Word-2～文章作成、
表作成、チラシ作成

1月10日㈰・17日㈰
10：00～12：00

③  Word-3～地図・写
真入り案内の作成、
4段組文章作成

1月24日㈰・31日㈰
10：00～12：00

④  Word-4～ページ番
号、ふりがななど文
章作成

1月9日㈯・16日㈯
13：00～15：00

⑤  Excel-1～基本操作
と計算、印刷の仕方

1月23日㈯・30日㈯
13：00～15：00

⑥  Excel-2～グラフの
変更、複数シートの
計算など

1月8日㈮・15日㈮
10：00～12：00

⑦  デジカメ入門～写真
の修正、印刷、メー
ルに添付

1月22日㈮・29日㈮
10：00～12：00

⑧  Excel VBA入門～タ
イマー・ストップウ
ォッチを組む

1月9日㈯・16日㈯
10：00～12：00

⑨  スマートフォン（お
持ちの方）～基本操
作、電話、メール 

1月24日㈰
13：00～15：00

平山台文化スポーツクラブ～
山歩き・高川山（976㍍）
� 1003186ID

　詳細はお問い合わせください。

日程 12月22日㈫ 集合 8:00JR高尾駅
下りホーム前寄り、15:00富士急行
線田野倉駅解散 コース JR初狩駅～
登山口～男坂・女坂分岐～古宿 （6.5
㌔） 費用 600円※交通費別途。弁当
持参 申込・問 同クラブ（☎・ FAX 506-99
79  hirayamadai@hop.ocn.ne.jp）

スポーツ
東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室 1000974ID
問 同会館温水プール（☎583-5266
※9:30～20:30）

日時 毎週土曜日11:00～12:00 会場 同
会館集会室 定員 申込制で先着5人 
費用 5回で5,500円のチケット購入制 
申込 電話

健康
シニア体力測定会

　ご自分の体力を知って、健康づく
りの参考にしてみませんか。なお、
完全予約制のため、当日の参加受け
付けはできません。
日時 ①1月7日㈭②1月25日㈪いずれ
も13:30～15:30 会場 ①福祉支援セン
ター②旭が丘地区センター 内容 6種
類の体力測定、お口チェックミニ講
座、フレイルチェック 対象 おおむ
ね65歳以上の方 定員 申込制で先着
40人 その他 マスク着用（マスクのな
い方は参加不可）。当日、発熱や風
邪の症状などがある方はお断りする
場合あり。感染症対策のガイドライ
ンに従ってご参加を 申込 電話 問 日
野市社会福祉協議会（☎584-1294）

地域で支えよう！認知症サポー
ター養成講座� 1003585ID

　認知症について正しく理解し、認
知症の方やその家族を見守り、支援
する「認知症サポーター」になって、
認知症の方でも安心して暮らせる街
を目指しましょう。
 ①認知症サポーター養成講座 
日時 1月13日㈬14:00～15:30 
 ②認知症ステップアップ講座 
日時 1月27日㈬14:00～15:30 対象 ①
を受けた方または以前に認知症サポ
ーター養成講座を受けている方 内容 
認知症の方を介護していた家族の経
験談、いずれも 会場 福祉支援セン

ター 定員 申込制で各回先着15人 
申込 電話 問 地域包括支援センター
あさかわ（☎593-1919）

今から始める介護予防教室
日時 1月6日㈬、2月3日㈬、3月3日㈬
13:30～14:30 会場 南平西部地区セン
ター 内容 フレイル予防体操 対象 65
歳以上で全回出席できる方 定員 申
込制で先着10人 申込 電話 問 日野市
社会福祉協議会（☎584-1294）

健康づくり推進員から
� 1014038ID

　健康づくり推進員は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため、3
月まで活動を自粛します。
問 健康課（☎581-4111）

医師によるまちの在宅医療相
談会� 1015549ID

　在宅医療や在宅みとりをお考えの
方に在宅診療医などによる個別相談
を実施します。身近な場所で、気軽
に在宅医療について相談できます。
介護職も同席します。
日時 1月21日㈭14:00～16:00 会場 新
町交流センター 対象 在宅医療・自
宅でのみとりを考えている方 定員 
申込制で先着4人 申込 12月17日㈭～
1月15日 ㈮8:30～17:15に 電 話 ※ 土
曜・日曜日、祝日、年末年始を除く 
問 在宅療養支援課（☎514-8189）

　4月から本 格稼 働
を行っているプラス
チック類資源化施設
および浅川清流環境
組合可燃ごみ処理施
設の見学受け付けを
開始します。ぜひ見
学にお越しください。
　なお、新型コロナ
ウイルス感染症の拡
大防止のため、広報
ひの4月15日号でお知
らせした内容から一
部変更となっていま
す。
予約開始 12月18日㈮
見学開始 1月18日㈪

クリーンセンター・浅川清流環境組合の施設見学のご案内
施設名 プラスチック類資源化施設 浅川清流環境組合　可燃ごみ処理施設

個人
（1～9人）

見学可能な曜日 月曜～金曜日※祝日を除く
見学時間の目安 30～60分程度 60分程度

見学方法

予約制。
予約の際に、以下のいずれかの枠の中から希望
時間を伝えてください。
午前枠（9:30～11:30）　午後枠（13:30～16:30）
※説明員が案内します

予約制。予約の際に、以下の希望時間帯を伝えてください。
① 9:30～10:30　② 10:30～11:30　③ 13:30～14:30　
④ 14:30～15:30　⑤ 15:30～16:30
※1階入口で受付台帳に氏名などを記入後、4階および6階
の見学者コースを自由見学。説明員はつきません

団体
（10～30

人※1）

見学可能な曜日 火曜～木曜日※祝日を除く
見学時間の目安 60分程度 60～90分程度

見学方法 予約制。予約の際に、以下のいずれかの枠の中から希望時間を伝えてください。
午前枠（9:30～11:30）、午後枠（13:30～16:30）※説明員が案内

予約受け付け

見学日の1カ月前から1週間前までに電話またはEメールで申し込み。先着順
（1カ月前が土曜・日曜日、祝日の場合、その前平日から）
電話 月曜～金曜日の9:00～16:30※祝日、年末年始を除く
Eメール  件名に【施設見学希望】と記入。申し込みから3営業日以内に受け付けメールを返信。返信がない場
合は、確認の連絡を

問い合わせ先 市クリーンセンター施設課（☎581-0443  sise
tu@city.hino.lg.jp）

浅川清流環境組合事業課（☎506-2923  kawasemi@
asakawaseiryu.jp）

※1 対応可能人数を超えるときは、見学日時を変更していただく場合や、グループを分けて見学していただく場合があります
※新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、見学開始日などが変更になる場合があります
※来館の際は、マスク着用の上、施設入口にてアルコール消毒をお願いします

1014003ID

　お待たせしました！いよいよ販売開
始！ 三遊亭小遊三師匠と桂文珍師匠が
笑いの世界にいざないます！
日時 3月3日㈬14:00から 会場 ひの煉瓦ホ
ール（市民会館） 出演 三遊亭小遊三師匠

（写真右）、桂文珍師匠（写真左） 費用 全席
指定4,300円 申込 12月19日㈯10:00から電
話。20日㈰からはひの煉瓦ホール、七生公
会堂でも販売 問 同ホール（☎585-2011）

1005894ID

ひの亭煉瓦寄席
特撰東西落語名人会
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