
市政のお知らせ・催し 日とき  場ところ  内内容  講講師  対対象  定定員  ￥費用  持持ち物  他その他・注意事項  申申し込み  問問い合わせ

新型コロナ

生活困窮者自立支援金の申請
期限を11月30日㈫まで延長

1017446ID

対社会福祉協議会が実施する総
合支援資金の再貸し付けを借り
終わった（11月末までに借り終
わる）世帯、同再貸し付けが不
承認となった世帯など他詳細は
市 HP 参照または問い合わせを
問セーフティネットコールセン
ター（☎042-514-8574）

子ども

さといも収穫祭
1010038ID

日 10月23日㈯午前9時～正午※
雨天時は30日㈯場石坂ファーム
ハウス（百草）申 10月9日㈯まで
にEメール問三中地区青少年育
成会（西山 ikuseikai3-toiawase 
@yahoo.co.jp）

探ってみよう ! 絵の魅力 ! 佐
竹美保さん講演会
1017899ID

日 11月7日㈰①午後2時～3時40
分場多摩平の森ふれあい館内講
演会、企画運営をする中学生に
よる企画講 佐竹美保氏（画家）
対市内在住の中学生定申込制
で先着7人申 10月5日㈫午前10時
～29日㈮午後5時に市内図書館
へ来館、電話または図書館 HP

で※来館・電話は月曜日を除く。
オンライン配信予定あり。詳細
は図書館 HP 参照問中央図書館
(☎042-586-0584)

高齢者

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30
分～10時30分と午前11時～正午
場同会館集会室定申込制で各回
先着5人￥ 5回で5,500円のチケッ
ト購入制申電話問同会館温水
プール（☎042-583-5266）

シルバー人材センター
入会案内説明会
日①10月7日㈭②22日㈮いずれ
も午前10時～正午場①日野市シ
ルバー人材センター②平山交流
センター対 60歳以上の方定申込
制で先着①15人②30人問日野市
シルバー人材センター（☎042-
581-8171）

医師によるまちの在宅医療相
談会
1017934ID

日 10月29日㈮午後2時～4時場南
平駅西交流センター対在宅医
療・自宅でのみとりを考えてい
る方定申込制で先着4人他介護
職同席申 10月4日㈪～22日㈮に
電話問在宅療養支援課（☎042-
514-8189）

障害のある方

令和4年度障害者訪問学級
受講生募集
1009960ID

日 令和4年4月～5年3月内 年1講
座※内容は本人・家族の希望に
より決定対一人で外出すること
が困難で、義務教育や特別支援

学校などを卒業後も引き続き学
習を希望する市内在住の障害者
や長期病気療養中の方他講師・
スタッフも募集申 10月15日㈮ま
でに電話問生涯学習課（☎042-
514-8765）

心身障害者（児）自動車ガソリ
ン給油券協力事業所名
変更 1003722ID

日10月1日㈮から内エム・シー・
オイル㈱がネクサスエナジー㈱へ
変更他旧名称のガソリン券利用
可問障害福祉課（☎042-514-8485）

講座

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室
1011759ID

日 10月6日㈬午前10時30分～午後
1時30分場七ツ塚ファーマーズセ
ンター内鬼滅の刃柄など定申込
制で先着10人￥ 3,000円申竹内（☎
090-7284-1947）へ電話問都市農
業振興課（☎042-514-8447）

PlanT ビジネスカフェ vol.4
「飲食業から転換～東京
型次世代農業への挑戦」
日 10月13日㈬午後7時～8時場Zo
omによるオンライン講玄地栄
美氏（クレシェンド㈱代表取締
役）申 PlanT（多摩平の森産業連
携センター）HPから問PlanT（☎
042-843-3215）

ひきこもりセミナー
ひきこもっていた時の気持ち
を聞かせてください
1017896ID

日 10月16日㈯午後2時～4時場平

山季重ふれあい館講丸山康彦氏
（任意団体ヒューマンスタジオ
代表）定申込制で先着40人申電
話、Eメール（ s-net@city.hino.
lg.jp）または電子申請で。件名
に「10月16日参加申し込み」、本
文に参加者の氏名、連絡先を記
入問セーフティネットコールセ
ンター（☎042-514-8542）

①認知症サポーター養成講座
②認知症サポーター・ステッ
プアップ講座
1003585ID

日 10月19日㈫・22日㈮・26日㈫・
29日㈮①午後1時～2時30分②午
後3時～4時場カワセミハウス内

認知症についての講義など定申
込制で各回先着5人申電話問 19
日・26日…地域包括支援センタ
ーあいりん（☎042-586-9141）、22
日・29日…地域包括支援センタ
ーすてっぷ（☎042-582-7367）

おとなの手作り絵本講座

1017964ID

　完成した作品は、ひの児童館
と共催の「手作り絵本展」で展示
します。
日 11月19日㈮、12月3日㈮午後2
時～3時対全回参加できる市内
在住・在勤・在学者定申込制で
先着10人程度￥ 100円（材料費）
申 10月3日㈰午前9時から電話ま
たは来館※月曜日を除く場・問

中央公民館（☎042-581-7580）

Zoomおためし講座

日①入門編…10月21日㈭②ステ
ップアップ編…27日㈬いずれも

午後2時～3時場自宅からZoom
で参加※入門編は会場参加（中央
福祉センター）あり。先着10人申

Eメール（ hino-vc@hinosuke.
org）またはQRコードから。氏
名、電話番号、希望日、参加方
法（自宅または会場）、使用機器

（PC・スマホ・タブレット）を記
入問日野市ボランティア・セン
ター（☎042-582-2318）

小森陽一先生と読み解く
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
（全4回）

1017959ID

日①10月23日㈯②11月13日㈯③
12月11日㈯④令和4年1月8日㈯
いずれも午後2時～4時場①中央
福祉センター②～④平山交流セ
ンター講小森陽一氏（東京大学
大学院教授）定会場…申込制で
先着40人、オンライン…申込制
で先着40人申 会場…10月3日㈰
午前9時から電話または来館、
オンライン…10月3日㈰からQR
コードで電子申請問中央公民館

（☎042-581-7580）

気象予報士による防災講座

1017925ID

日 10月23日㈯午後2時～4時場①
中央公民館②オンライン講島田
賀子氏（日本気象予報士会神奈
川支部）対市内在住・在勤・在
学者定申込制で先着①20人②30
人申 10月3日㈰午前9時から①電
話または来館※月曜日を除く②
QRコードから電子申請問中央
公民館（☎042-581-7580）

普通救命講習
1002423ID

日 10月24日㈰午前9時～正午※
毎月第4日曜日に実施内心肺蘇
生法、AEDの使用方法など定

申込制で先着10人￥ 1,500円（テ
キスト代）申 電話場・問 日野消
防署（☎042-581-0119）

パソコン講習会（11月）

日・内下表の通り対①以外は文
字入力ができる方￥ ①～⑩各
3,060円⑪1,530円⑫1,020円※い
ずれもテキスト代含む他個別指
導（1時間1,530円）あり申 10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教室係へはがきまた
はQRコードから。希望講座名
と番号、住所、氏名、電話番号、
OS（分かる方）を記入場・問同セ
ンター（☎042-581-8171）

番号・講座名 11月の講習会日時
①  初めてのパソコン
（基本操作）

27日㈯、12月4日㈯
午前10時～正午

②  Word-1～文字変
換など

6日㈯・13日㈯
午後1時～3時

③  Word-2～文章作
成など

20日㈯・27日㈯
午後1時～3時

④  Word-3～地図作
成など

5日㈮・12日㈮
午前10時～正午

⑤  Word-4～ページ
番号など

19日㈮・26日㈮
午前10時～正午

⑥  Excel-1～基本操
作など

14日㈰・21日㈰
午前10時～正午

⑦  Excel-2～グラフ
の変更など

28日㈰、12月5日㈰
午前10時～正午

⑧  Excel-3～複合グ
ラフなど

13日㈯・20日㈯
午前10時～正午

⑨  デジカメ入門～写
真の修整など

5日㈮・12日㈮
午後1時～3時

⑩  デジカメ応用～写
真の加工など

19日㈮・26日㈮
午後1時～3時

⑪  マイコンを利用し
た電子工作

7日㈰
午前10時～正午

⑫  スマートフォン（お
持ちの方）
～アプリの使い方

21日㈰
午後1時～3時
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