催 し

はじめてママの日～子育てひ
ろば体験をしてみよう
ID 1009504


子ども・保護者向け

日時 4月7日㈬14:00～15:00

図書館おはなし会（4月）
ID 1016379


内容 ふれあい遊び、おしゃべり

対象「はぴはぴ」の利用が初めての

0～2歳児対象
会場・問

催し

高幡図書館
（☎591-7322）

日時
4月7日㈬
15:00～15:15

多摩平図書館
（☎583-2561）

4月8日㈭
（ひよこタイム）
10:30～10:45

平山図書館
（☎591-7772）

4月15日㈭
（ひよこタイム）
10:30～10:45

百草図書館
（☎594-4646）

4月21日㈬
15:00～15:15

中央図書館
（☎586-0584）

4月22日㈭
10:30～10:45

趣味・教養

天然理心流剣術演武
ID 1016566

幕末の日野で普及し、近藤勇や土
方歳三ら新選組隊士が習得した天然
理心流剣術の演武を行います。
日時 3月20日㈷10:30～11:30
出演 天然理心流日野道場
費用 200円 ※ 小・ 中 学 生50円
（新選
組のふるさと歴史館観覧料）
会場・問 新選組のふるさと歴史館
（☎
583-5100）

3歳～未就学児対象
会場・問

日時

高幡図書館
（☎591-7322）

4月7日㈬
15:30～15:45

中央図書館
（☎586-0584）

4月14日㈬
15:30～15:45

日野図書館
（☎584-0467）

4月21日㈬
15:30～15:45

百草図書館
（☎594-4646）

4月21日㈬
15:30～15:45

多摩平図書館
（☎583-2561）

4月28日㈬
15:30～15:45

パソコン講習会
（4月）
日時・内容 右上表の通り

いずれも 申込 開始時間の15分前
から各館で受け付け 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

対象 ①以外は文字入力ができる方

費用 ①～⑧各3,060円⑨1,530円⑩1,020

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 3月22日㈪
（必着）までに〒1910011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

番号・講座名

日時

①初めてのパソコン（基
本操作）～電源の入 4月18日㈰・25日㈰
切、 マ ウ ス 操 作、 文 10:00～12:00
字入力
② Word-1～文字変換、 4月10日㈯・17日㈯
簡単な案内文作成
13:00～15:00

④W
 ord-3～地図、写真 4月2日㈮・9日㈮
入り案内の作成など
10:00～12:00

817⑤ Excel-1～基本操作と 4月10日㈯・17日㈯
計算など
10:00～12:00
⑥ Excel-2～グラフの変 4月24日㈯、5月8日㈯
更など
10:00～12:00

日程 3月27日㈯※雨天中止

⑧デ ジカメ応用～写真 4月30日㈮、5月7日㈮
の加工・合成など
10:00～12:00

立長沼公園入口前解散
内容 講師の解説を聞きながら、春
の草花を観察
案内 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20組
費用 1家族300円
（資料代）
申込 3月17日㈬～26日㈮に電話
問 緑と清流課
（☎514-8307）

⑨マ イコンを利用した電
子工作～ArduinoUNO 4月11日㈰
の実習とプログラム作 10:00～12:00
成
⑩スマートフォン（お持ち 4月18日㈰
の方）～基本操作など
13:00～15:00

赤レンガプロジェクト企画「第
31回 LIVE café in 赤レンガ～
西村ヒロ with friends ハーモ
ニカ・ライブ」 ID 1000966
ブルースハープ
の枠にはまらない
ハーモニカによる
西村ヒロの音楽性
をぜひライブでお
楽しみください。
日時 5月15日㈯14:
00から
出演 西村ヒロ氏
（ハーモニカ・ボー
カル = 写真）
、照本史氏
（ピアノ）、
程嶋日奈子氏（ウッドベース）、井上

～まちで活き活き・まちを活き活き

日野市役所

代表☎ 585－1111
かんたん検索 ! 市公式 HP に各記事の見出し横の ID 番号を入力

ID 1016442

活躍する団体との交流会 定員 申込制で先着①50人②
20人 その他 NPO 法人ひの市民活動ネットワーク、日
野市ボランティア・センター共催 申込 4月19日㈪まで
に電話、ファクスまたは E メールで。氏名、電話番号、
年代、興味のある分野を記入 問 NPO 法人ひの市民活
動ネットワーク（☎・ FAX 581-6144
hino-cagcm@
tokyo.email.ne.jp）

FAX 581－2516

soudan@city.hino.lg.jp

集合 9:30京 王 線 長 沼 駅 前、12:30都

つんで楽しい！よもぎだんご
ID 1013367
づくり
日時 3月27日㈯9:00～12:00

内容 カワセミハウス周辺でヨモギ

を摘んで、よもぎ団子の作り方につ
いて学ぶ
講師 カワセミハウス協議会環境分
科会の皆さま
対象 小学3年生以下は保護者同伴
定員 申込制で先着15人
申込 3月17日㈬から電話※9:00～17:
00。3月22日㈪を除く
会場・問 カワセミハウス
（☎581-116
4）
にじ とも

い

今号に関するお問い合わせ

3月の自然観察会～春の妖精
（カタクリやアズマイチゲ）を
存分に観賞しよう
ID 1010285


⑦デ ジカメ入門～写真 4月16日㈮ ・23日㈮
の修整・印刷など
10:00～12:00

マッチングイベント「まち活」
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生活・環境

③ Word-2～文章作成、 4月24日㈯、5月8日㈯
表作成など
13:00～15:00

地域デビュー応援！

「まち活」とは、地域活動に興味がある人と、一緒に
活動する仲間を募集している団体とをマッチングする
イベントです。
日時 4月25日㈰13:30～15:30 会場 ①オンライン参加…
Zoom ②会場参加…中央福祉センター 内容 第1部…地
域活動の先輩たちが経験談や思いを語る、第2部…「ま
ちづくり」「環境」「福祉」「子ども」
「生活」の5分野で

尚彦氏（ドラム）
定員 申込制で先着100人
費用 2,000円
（チケット代）
申込 3月16日㈫10:00から電話または
ひの煉瓦ホール HP から
会場・問 ひの煉瓦ホール
（市民会館）
（☎585-2011）

虹 友 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 ID 1016631
性別に違和感がある、同性が好き
などの LGBT や、そうかもしれない
と感じている方、あるいはその家族
や友人向けに、お話や友達作りがで
きる場所です。「性別のモヤモヤを
話したい」「一緒に何ができるか考
えたい」「LGBT についてもっと知
りたい」といった気持ちをお持ちの
方は気軽にお立ち寄りください。
日時 4月18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 当事者、親族、支援者
問 男女平等課
（☎584-2733）

通訳あり※4月7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 5842748）

健康

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座～DV やいじめ
について知ろう ID 1016630
日時 4月17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
その他 1歳～未就学児の保育、手話

健康づくり推進員から
ID 1014038

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活動
を中止しています。再開する際は、
広報・市 HP でお知らせします。
問 健康課
（☎581-4111）

催し

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3組
申込 3月24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）

日時・会場・問 下表の通り

話番号、0S（分かる方）を記入
会場・問 同センター
（☎581-8171）

貴重な雑木林を次世代へ
第17期

雑木林ボランティアの育成講座
受講生を募集

問 カワセミハウス
（☎581-1164）

ID 1007757

市内には、崖線や丘陵をはじめとする随
所に雑木林が残されています。雑木林は、
癒やしの場であると同時に多様な生き物の
生息の場でもあります。
同講座は、日野市における「雑木林ボラ
ンティア」として活躍される方々を育成す
るもので、南平丘陵公園のほか、東豊田緑 ▲チェーンソーを使った伐採作業
地保全地域で雑木林の成り立ちや手入れの
実習の様子
方法、道具の使い方など、雑木林を保全するための基本的な技術や知識を
学びます。詳細はお問い合わせください。
日時・会場・内容 下表の通り 対象 講座に8割以上出席できる大学生以上
の市内在住・在勤・在学者 定員 申込制で先着20人 費用 2,000円程度（ヘ
ルメット代）その他 8割以上の出席者には、修了式で市独自の日野市雑
木林管理士の修了証を授与 申込 3月17日㈬～4月9日㈮9:00～17:00に電
話※月曜日を除く
■第17期日野市雑木林ボランティア講座日程
回

日程

時間

内容

会場・集合場所

1

開講式、日野市の自然環境、日野の植物、
5月15日㈯ 10:00～15:00
カワセミハウス
講座概要、オリエンテーションなど

2

6月12日㈯

9:30～16:00

緑地めぐり（日野市内の緑地保全活動を行 市役所玄関前集合
っている緑地）
（三菱UFJ銀行側）

3

7月10日㈯

9:30～16:00

雑木林の保全と管理・活用方法、安全管理・ カワセミハウス・
安全対策
東豊田保全地域

4

8月21日㈯

9:30～16:00

道具の種類と歴史・正しい使い方（鎌、の
南平丘陵公園
こぎり、なた、剪定バサミなど）

5

9月11日㈯

9:30～15:00 刈払機の仕組み、操作方法と刈払い実習

南平丘陵公園
カワセミハウス・
東豊田保全地域

6

10月9日㈯

9:30～15:00 里山づくりと崖線の緑

7

11月6日㈯

9:30～16:00

8

12月11日㈯ 9:30～15:00

9

令和4年1月
チェーンソーの仕組み、操作方法および丸
9:30～15:00
南平丘陵公園
15日㈯
太切りの実習、受け口・追い口の実習

10 2月12日㈯

9:30～15:00

11 3月12日㈯

9:30～12:30

市外の緑地ボランティア視察と作業実習 市役所玄関前集合
（八王子滝山里山保全地域）
（三菱UFJ銀行側）
雑木林の農業的使い方と管理、保全作業実
南平丘陵公園
習

チェーンソーを使って立木の伐採作業およ
そ だ

び粗朶づくり

南平丘陵公園

シイタケ菌の駒打ち・ 修了式、活動団体紹
南平丘陵公園
介、感想など
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