
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

講座

パソコン講習会（10月）

日・内下表の通り対①以外は文
字入力ができる方￥ ①～⑨各
3,060円（2日間）⑩～⑭各1,530円⑮
～⑰各1,020円※いずれもテキス
ト代含む他個人指導（1時間1,530
円）あり申 9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 日時

① 初めてのパソコン 16日㈰・23日㈰
午後1時～3時

② Word-1（文字変換、簡単
な案内文作成など）

7日㈮・14日㈮
午前10時～正午

③ Word-2（文章作成、表作
成など）

21日㈮・28日㈮
午後1時～3時

④ Word-3 （地図･写真入り
案内の作成など）

1日㈯・8日㈯
午前10時～正午

⑤ Word-4（ページ番号、ふ
りがななど）

15日㈯・22日㈯
午前10時～正午

⑥ Excel-1（基本操作と計算、
印刷の仕方など）

2日㈰・9日㈰
午前10時～正午

⑦ Excel-2（グラフの変更、
複数シートの計算など）

16日㈰・23日㈰
午前10時～正午

⑧ Excel-3（複合グラフ、IF
関数など）

7日㈮・14日㈮
午後1時～3時

⑨ パワーポイント（基本操
作、プレゼン作成など）

22日㈯・29日㈯
午後1時～3時

⑩ 白黒写真のカラー化（Web
サービスでAIがカラー化）

1日㈯
午後1時～3時

⑪ 年賀はがき作成（Wordで
はがき作成）

8日㈯
午後1時～3時

⑫ はがき宛名印刷（住所録を作
り、Wordで編集し印刷）

15日㈯
午後1時～3時

⑬ マイコンを利用した電子工
作（Arduinoを使った工作）

29日㈯
午前10時～正午

⑭ タイムラプス動画の作成 30日㈰
午前10時～正午

⑮ スマートフォン1（お持ちの
方）～基本操作

9日㈰
午後1時～3時

⑯ スマートフォン2（お持ちの
方）～アプリ追加と使い方

30日㈰
午後1時～3時

⑰ スマートフォン3（お持ちの
方）～LINEの操作

28日㈮
午前10時～正午

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※午前9時30
分～午後8時30分）

日野産野菜を使った
飾り巻きすし教室
1011759ID

日 9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
ンター内栗、月見ウサギの絵柄
定申込制で先着10人程度￥ 3,000
円申竹内（☎090-7284-1947）へ電
話問都市農業振興課（☎042-514-
8447）

初心者青空ヨガ教室
1020264ID

日 9月8日・15日・22日、10月13日・
20日・27日、11月10日・17日※いず
れも木曜日午前10時30分～11時
30分場浅川スポーツ公園グラウ
ンド対高校生以上の市内在住者
など※雨天時は南平体育館定申
込制で先着40人￥ 4,000円申 電
話問㈱フクシ・エンタープライ
ズ（☎042-514-9178）

みんなの環境セミナー・黒川
マイスター公開講座～
トコロジストになろう!
1017634ID

　トコロジストは、「その場所の
専門家」を意味する造語。トコロ
ジストになるコツを伝授します。
日 9月17日㈯午前10時カワセミハ
ウス集合、午後4時同所解散講

箱田敦只氏（（公財）日本野鳥の会
トコロジスト）定申込制で先着10
人申 9月3日㈯から電話または窓
口へ※月曜日を除く問カワセミ
ハウス（☎042-581-1164）

講演会「百草八幡神社と真慈
悲寺の中世瓦～新資料の発見
を受けて」
1020262ID

日 9月18日㈰午後1時30分～3時30
分場京王百草園松連庵（百草）講
深澤靖幸氏（府中市郷土の森博物
館館長）対高校生以上定申込制
で先着25人￥ 300円（入園料）申 9
月2日㈮午前10時から電話問ふる
さと文化財課（☎042-583-5100）

生ごみへらそ! ダンボール
コンポストのおはなし
1011572ID

日 9月21日㈬午後8時～9時30分場
オンライン（Zoom）講岡田るみ
子氏（ひの・まちの生ごみを考え
る会）定申込制で先着10人申申
込フォーム（QRコードから）また
はEメール（ info@namagomi-
heraso.com）で。氏名、電話番号
を記入問ごみゼロ推進課（☎042-
581-0444）

ひとり親支援セミナー～知っ
て得する教育費のお役
立ち制度 1013075ID

日 9月24日㈯午前10時～正午場
中央福祉センター対ひとり親家
庭の方や支援者など他保育あり
※申込制で先着3人。7日㈬まで
に要申込申 9月22日㈭までに市
役所2階セーフティネットコール
センター窓口、電話または申込
フォーム問セーフティネットコー

ルセンター（☎042-514-8546）

環境月間～水と緑の日野・市
民ネットワーク主催
フォーラム 1020193ID

　「水の郷・日野」の立役者であ
る山本由美子氏をしのぶフォー
ラムを開催します。
日 9月24日㈯午後1時～5時場カワ
セミハウス内①基調講演②人形
劇、マリオネットのライブ③話題
提供④座談会講 ①小倉紀雄氏
（東京農工大名誉教授）②山本由
也氏（山本由美子氏ご子息）③酒
井喜久子氏（元アサヒタウンズ記
者）、君塚芳輝氏（淡水魚類研究
者）、粕谷和夫氏（八王子日野カ
ワセミ会会長）、笹木延吉氏（浅
川流域市民フォーラム）定申込制
で先着40人申 9月1日㈭から電話
問緑と清流課（☎042-514-8307）

普通救命講習
1002423ID

日 9月25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）

日野市民でつくる防
災・減災シンポジウム
日 9月25日㈰①午前10時～午後0
時30分②午後2時～4時、10月9日
㈰③午前10時～午後0時30分④午
後2時～4時場市民の森ふれあい
ホール、オンライン（Zoom）内
分科会…①ペット防災②自分に
あった防災③災害時要配慮者④
河川水害※複数選択可定申込制
で各分科会先着60人申 9月1日㈭

から電話、ファクスまたは日野
市社会福祉協議会 HP の申込フ
ォーム（QRコードから）で。氏名、
電話番号、希望分科会名を記入
問日野市ボランティア・センター

（☎042-582-2318 FAX 042-582-0082）

仕事と子育てを両立したい方
のためのパソコン講習
1020417ID

日 9月27日㈫～29日㈭午前10時15
分～午後4時15分（全3日）場多摩
平の森ふれあい館対週20時間以
上の就業または自営をしていない
早期（おおむね3カ月以内）に再就
職を目指している方で3日間連続
受講が可能な方定申込制で先着
10人他 9月27日時点で生後3カ月
～未就学児（先着6人）の保育あり
申 9月1日㈭から電話※保育は9月
16日㈮まで問八王子しごと情報
館マザーズコーナー（☎042-680-
8403）

Zoomおためし講座
（入門編）
日 9月27日㈫午後2時～3時場 ①
中央福祉センター ②オンライン
（Zoom）定①申込制で先着10人
申Eメール（ hino-vc@hinosu
ke.org）またはQRコードから。氏
名、電話番号、希望日時、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）

カラーセラピー講座～多肉植
物のブローチづくり

日 10月1日㈯午前10時～正午講高
橋美由紀氏（カラーセラピスト）
定 申込制で先着15人￥ 2,000円

（材料費含む）申電話場・問勤労・
青年会館（☎042-586-6251）

八南歯科医師会創立100周年
記念講演会～今だから伝えた
い　がんのひみつ
日 10月2日㈰午後2時～3時30分場
南大沢文化会館（八王子市）※直
接会場へ講中川恵一氏（東京大
学大学院特任教授）定先着300人
問（公社）東京都八南歯科医師会
事務局（☎042-635-8463）

はじめての「絵手紙」
入門編 1020213ID

日 10月5日㈬・19日㈬、11月2日㈬・
16日㈬、12月7日㈬午前10時～正
午（全5回）講青木永子氏対市内在
住者定申込制で先着10人￥ 2,000
円（材料費含む）申 9月3日㈯午前
9時から電話または来館※月曜
日、祝日を除く場・問 中央公民
館高幡台分室（☎042-592-0864）

中央公民館×明治安田生命   
わたしと家族の「そう
ぞく」講座 1019879ID

日 10月5日㈬午後2時～3時30分
場中央福祉センター講村尾由美
氏対市内在住者定申込制で先着
20人申 9月3日㈯午前9時から電話
または来館※月曜日、祝日を除
く問中央公民館高幡台分室（☎
042-592-0864）

庭木の手入れ講習会
日 10月7日㈮午前9時30分～ 11時
30分場緑化交流センター（神明）講
今野十志美氏（日野緑進会）定申
込制で先着20人申 9月5日㈪午前
8時30分から電話問（公財）日野市
環境緑化協会（☎042-585-4740）
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