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■9/3～9は救急医療週間

　楽しみながら学べる体験型イベントを実施します。ご家族・お友だちをお誘
いの上、お越しください。
日時  9/9㈯ 13:00～16:00　会場  日野消防署 
内容  消防車体験乗車、はしご車搭乗体験、起震車、ミニ防火衣・ミニカー体験、
応急手当コーナーなど
問 日野消防署（☎581-0119）

そばにいる あなたが 最初の救急隊
作者　石渡隆弘氏・千代田区在勤

平成29年度東京消防庁救急標語

生活・環境
障害者のためのイベント「ゲ
ートボール」

日時 9/6㈬ 13:30～15:30
対象 市内の身体（車いす可）・知的・
精神障害の方および付き添いの方
申込 9/5㈫までに電話
会場・問 地域活動支援センターやま
ばと（☎582-3400）

キャリアアップ講習9月募集科目
募集科目 ホームページビルダーによ
るホームページ作成、CAD製図（建

築初級）、第1種電気工事士（実技）受
験対策など
対象 中小企業に在職中の都内在住・
在勤者
その他 申込方法など詳細は問い合わ
せを。その他多数講座あり
会場・問 多摩職業能力開発センター
府中校人材育成プラザ（☎042-367-
8204）

日野産農産物を使った手作
りパン教室

日時 9/4㈪・5㈫ 10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンタ－
内容 オータムブレッドなど
定員 申込制で各日先着10人
費用 2,300円

申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売

日時 9/14㈭・28㈭12:00～13:00
会場 市役所1階正面玄関付近
問 都市農業振興課（☎514-8447）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室

日時 9/20㈬ 10:30～13:00
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 四海巻、ハート
定員 申込制で先着10人
費用 3,000円
申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電話 
問 都市農業振興課（☎514-8447）

高年齢者の就職支援セミナー
「どうする? 人生100年時代の
働き方」

日時 9/7㈭ 13:30～16:00
会場 生活・保健センター
内容 働くこと、元気に生きること、
就活の知識・面接
講師 須田万里子氏（キャリアコンサ
ルタント）
対象 おおむね55歳以上の方
定員 申込制で先着50人
申込 電話
問 しごとサポートひの（☎586-9517）

手作り石けん販売
日時 9/14㈭ 13:00～14:00※完売次第
終了
会場 生活・保健センター前庭
問 第一生活学校（☎581-0265）

認知症サポーター・ステップ
アップ講座～声掛け訓練

日時 9/14㈭ 10:00～12:00
会場 マザアス日野（万願寺）
内容 高齢者徘徊を想定した模擬訓練
対象 サポーター養成講座の修了者
問 地域包括支援センター多摩川苑

（☎582-1707）

全国都市緑化はちおうじフェア
9/16に日野市PRブースを設置

日時  9/16㈯ 9:30～17:00※同フェア
は10/15㈰まで開催
会場 富士森公園（八王子市） 
問 同フェア実行委員会事務局（☎

042-620-7253）、市緑と清流課（☎
514-8307）

女性限定「DV・いじめなどトラ
ウマからの回復を目指して～傷
ついた経験を力に変えませんか」

日時 9/16㈯ 13:30～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
内容 喪失とグリーフ（深い悲しみ）
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ
リテーター養成講座修了）など
費用 500円（資料代）
その他 1歳～未就学児の保育および
手話通訳あり。9/6㈬までに電話
問 男女平等課（☎584-2733 FAX 584-
2748）

福祉のしごと相談・面接会
日時 9/20㈬ 13:00～15:00
会場 福祉支援センター
内容 市内福祉事業者14社が出展す
る就職相談会
求人職種 保育士、介護職、指導員な
ど（正職員、非常勤、パート）
問 日野市社会福祉協議会（☎582-
2319）

保護者向け「読み聞かせに向
く絵本の紹介」

日時 9/22㈮ 10:30～11:00
会場 多摩平の森ふれあい館※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
問 多摩平図書館（☎583-2561）

日野市ひきこもり対策支援事
業「家族のつどい」

日時 9/23㈷ 14:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 次の全てに該当する方①ひきこ
もりの本人が市内在住②ひきこもり
などの状態にある子供を持つ家族
定員 申込制で先着10人
申込 9/14㈭までに電話または市役所
2階セーフティネットコールセンター
へ
問 セーフティネットコールセンター

（☎514-8542）

交通安全フェア
日時 9/23㈷ 10:00～15:30

会場 飛鳥ドライビングカレッジ日野
（旭が丘）
内容 日野警察署による自転車交通
安全運転教室、日野台高校吹奏楽部
演奏会、子供自転車免許発行、自転
車シュミレーターによる安全指導、
フリーマーケット、無料体験乗車や
模擬店など
問 飛鳥ドライビングカレッジ日野

（☎581-2721）、日野交通安全協会（☎
583-8662）

家庭教育学級講演会「イライラ
からイキイキへ！心が軽くなる
ハッピーコミュニケーション」

日時 9/23㈷ 10:00～11:30
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※
直接会場へ
講師 名取ゆきじ氏（ママイキマスタ
ー認定講師）
定員 200人
その他 事前申込制で1歳～未就学児
先着6人までの保育あり（9/4㈪～13
㈬に電話）、手話通訳あり
問 生涯学習課（☎514-8765）

普通救命講習
日時 9/24㈰ 9:00～12:00
会場 日野消防署
内容 心肺蘇生、AED の使用方法、
窒息の手当、止血の方法
定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 9/4㈪から電話
問 日野消防署（☎581-0119）

新規大卒者等合同就職面接会
日時 9/29㈮ 13:30～16:00
会場 八王子市学園都市センター
対象 大学院・大学・短大・高専・
専修学校などの平成30年3月卒業予
定者、既卒者（おおむね3年以内）
その他 参加企業は東京労働局 HP  参
照
問 八王子新卒応援ハローワーク（☎
042-631-9505）

記念行事・フェスタ・複合イベント
日野市産業まつり「ダンスイ
ベント」参加団体募集

　日野市商工会青年部では、産業ま
つりの会場でダンスイベントを開催
します。
　この舞台で、日頃の練習や活動の
成果を披露していただける子供や若
者の団体を募集します。
日時 11/11㈯・12㈰ 9:30～15:00
会場 市民陸上競技場内市民の森ス
ポーツ公園
対象 ヒップホップダンス、タップ
ダンス、チアリーディングなどを披
露できる団体（部活・クラブ・サー
クルなど）
その他 申込多数の場合、参加の可否
を含め調整する場合あり
申込 9/8㈮までに日野市商工会（
d.takahashi@shokokai-tokyo.
or.jp）へ電話または メール
問 日野市商工会（☎581-3666）

　昭和の七生地域をつないでいた
「盆踊り大会」が七生中地区内のさま
ざまな地域団体により新しい形で復
活しました。盆踊りをアレンジした
BONダンス、焼きそば、かき氷な
ど約25のお店が出店します。

日時 9/9㈯ 16:00～20:00※荒天中止
会場 南平体育館
問 七生中地区アクションプラン実行
委員会（和田☎090-8178-1794）、市
地域協働課（☎581-4112）

「秋の交通安全市民のつどい」開催
　9/21㈭～30㈯は秋の全国交通安全運動期間です。
　これに先駆け、交通安全に対する意識の向上に向け「秋の交通安全市
民のつどい」を開催します。皆さまお誘い合わせの上、ご来場ください。
日時 9/9㈯ 13:30～15:30
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
第1部  式典
第2部  新選組隊士殺陣演舞、明星
大学ダブルダッチサークル「シェ
イキンキー」による演技、警視庁
音楽隊の演奏およびカラーガー
ド隊の演技
問 防災安全課（☎514-8963）

七生中地区アクションプラン
「ななおBONまつり」
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