
催 し
日連続講座
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ウインドウズの基本操作、ワ
ード・エクセルの基礎知識、メール
作成・送受信、職務経歴書・自己
PR書の作成など
対象 全日出席できる子育て中で再
就職を目指している方※受講には八
王子しごと情報館マザーズコーナー
の登録が必要
定員 申込制で先着10人
その他 申込制で1歳児～未就学児10
人の保育あり。9/23㈮までに電話
申込 9/13㈫から電話
問 八王子しごと情報館マザーズコ
ーナー（☎042-680-8403）

多摩・三浦丘陵ウオーキングラ
リー⑩ ～人々が守り育てる、新
しい緑と懐かしい緑に出会う

日程 10/15㈯※荒天中止
集合 9:00～10:00小田急多摩線はる
ひ野駅南口駅前広場、11:00～15:00
京王百草園横八幡下公園解散
コース 黒川谷ツ公園～都立桜ヶ丘
公園～大栗川と崖線の緑～倉沢里山
の農風景(8.5㌔ )
定員 申込制で先着300人
申込 9/15㈭～10/11㈫までに申込書

（市役所3階緑と清流課にあり。多摩・
三浦丘陵トレイル HP からダウンロード
可）を㈱URリンケージ( FAX 03-3272-
6017）へFAX
問「 多摩・三浦丘陵の緑と水景に
関する広域連携会議」ウォーキング
ラリー事務局（川崎市みどりの協働
推進課☎044−200−2365）、市緑と清流
課 代表☎

地域介護予防活動支援事業
～高齢者が元気で暮らし続
けられる地域を目指して

日時・会場・内容 ①11/7からの毎月第
1月曜日新川辺地区センター…スト
レッチ体操②11/18からの毎月1回金
曜日平山交流センター…初めてのヨ
ガ　いずれも10:00～11:30
対象 65歳以上の方
定員 申込制で先着各30人
申込 10/3㈪から電話
問 日野市社会福祉協議会(☎584-
1294)

申込 セーフティネットコールセン
ター（ s-net@city.hino.lg.jp）へ
電話または メール 。氏名、連絡先を
記入
問 同センター 代表☎

日野産農産物を使った手作り
パン教室

日時 9/26㈪・27㈫10:30～13:30
会場 七ツ塚ファーマーズセンタ－
メニュー カレーパンなど
定員 申込制で各日先着10人
費用 2,100円
申込 ラ・リュンヌ（竹内☎090-7284-
1947）へ電話
問 都市農業振興課 代表☎

八王子新卒応援ハローワーク＆
甲府新卒応援ハローワーク合同
開催～新規大卒者等就職面接会

日時 9/27㈫ 13:30～16:00
会場 八王子学園都市センター
対象 大学院・大学・短大・高専・
専修学校などの平成29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）

日野市障害福祉人材育成事業
「障害福祉従事者研修」
日程10/5㈬
時間・内容 18:30～19:30「 大 人 の Ａ
ＤＨＤ（注意欠陥、多動性障害）の特
性」、19:30～20:30「大人のＡＤＨＤ
～本人の工夫・周りの工夫」
会場 生活・保健センター
講師 高山恵子氏（NPO法人えじそ
んくらぶ代表）
対象 福祉職に従事している市内在
住・在勤者、関心のある方
定員 申込制で先着60人
申込 9/5㈪から日野市民たんぽぽの
会 ( FAX 511-3294) へ FAX で。 氏 名、
連絡先を記入
問 日野市民たんぽぽの会(☎581-
3072)、市障害福祉課 代表☎

ハローワーク八王子マザーズコー
ナー共催事業・子育てしながら働
きたい方のためのパソコン講習

日時 10/4㈫～6㈭9:30～16:30※3

みんなの環境セミナー ～虫
や風を利用する花たち

日時 9/17㈯9:30～15:00
会場 見晴らし台地区センター（南平）
講師 田中肇氏（フラワーエコロジスト）
定員 申込制で先着20人
申込 9/3㈯から電話
問 かわせみ館（環境情報センター）

（☎581-1164）※月曜日休館

水と緑の日野・市民ネットワ
ーク主催シンポジウム「黒川
清流公園の自然」

日時 9/24㈯13:00～16:30
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
講演・講師 講演「日野の湧水を考え
る」小倉紀雄氏、秋田一実氏(いず
れも環境情報センター）、「日野の自
然と黒川清流公園」中西由美子氏（日
野市環境基本計画みどりグループ）、

「全ての生き物の源泉は水にあり」飯
島利三氏（水と緑の日野・市民ネッ
トワーク会長）
問 緑と清流課 代表☎

普通救命講習
日時 9/18㈰9:00～12:00
内容 心肺蘇生、AED の使用方法、
窒息の手当、止血の方法な

ど

定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 9/3㈯から電話
会場・問 日野消防署（☎581-0119）

自死遺族支援事業～大切な人を
自死で亡くされた方の集い「日野
市・多摩市わかち合いの会」

日時 9/25㈰14:00～16:00
会場 関戸公民館（多摩市）※直接会
場へ
内容 大切な人を自死で亡くされた
方が集い気持ちや思いを分かち合う
問 セーフティネットコールセンター代表☎

ひとり親支援セミナー～子ど
もの進学と教育資金

日時 9/25㈰14:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 中島智美氏（ファイナンシャル
プランナー）

生活・環境
手作り石けん販売

日時 9/8㈭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）

今月の農あるまち日野～七ツ
塚ファーマーズセンター「み
のり處」出張販売

日時 9/8㈭・23㈮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 代表☎

障害者のためのイベント～映
画「インサイドヘッド」

日時 9/9㈮ 9:40～11:30
対象 18～64歳の身体(車いす可)・
知的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 ①CAD製図（建築）初級②
介護福祉士受験対策基礎③第1種電
気工事士受験対策など
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※月曜日を除く）

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 9/17㈯14:00～16:00
会場 多摩平の森ふれあい館※直接
会場へ
テーマ 喪失とグリーフ
講師 吉川しおり氏（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～未就学児の保育あり。
9/7㈬までに電話
問 男女平等課（☎584-2733）

認知症カフェ～認知症でお悩み
の方や関心のある方　気軽にお
しゃべりしながら交流しませんか

日時 9/10㈯13:30 ～ 15:00
会場 イオンモール多摩平の森イオ
ンホール※直接会場へ
対象 市内在住・在勤者
その他 同日午前には、映画「妻の病
－レビー小体型認知症－」の無料上
映会を開催（申込制、定員あり）。詳
細は問い合わせを
問 高齢福祉課代表☎

犬の飼い方講習会
日時 9/11㈰13:30～16:30
会場 市役所5階505会議室※直接会場へ
内容 病気の予防、犬のしつけ教室
※実演あり
その他 動 物 を 連 れ て の 参 加 不 可
共催 南多摩獣医師会日野部会
問 環境保全課 代表☎

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室

日時 9/13㈫10:30 ～13:00
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
メニュー 犬と肉球飾り寿司
定員 申込制で先着10人
費用 3,000円
申込 ラ・リュンヌ(竹内☎090-7284-
1947)へ電話
問 都市農業振興課 代表☎

高年齢者の就職支援セミナー
「無理をしない職種の選び方」
日時 9/15㈭13:30～16:00
会場 生活・保健センター
内容 求人の探し方、応募書類の書
き方、面接対応
講師 菊地克幸氏(2級キャリアコン
サルティング技能士)
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）

プロ記者に学ぶ～まち記者講座
　市内の魅力的な人や場所を紹介す
るウェブサイト「Hi Know!」の市民
記者になりませんか。今回は写真の
撮り方や取材の方法を学びます。

日時 9/16㈮11:00～16:00
会場 中央福祉センター
講師 下村友惠氏（カメラマン）
費用 1,000円程度(昼食代)
申込 9/12 ㈪ ま で に 日 野 市 ボ ラ ン
ティア・センター（ FAX582-0082
hino-vc@hinosuke.org）へ 電 話、
FAXまたはメールで。住所、氏名、電
話番号を記入
問 日野市ボランティア・センター

（☎582-2318）

パートタイム就職支援セミナ
ー in高幡

日時 9/16㈮10:00～12:00
会場 福祉支援センター
内容 求人票のチェックポイント、
応募書類の作成ポイント、面接のポ
イント、知っておきたいパートタイ
ム労働法、自分自身の再発見、再就
職へのプラン作り
講師 ナイスワーク高幡職員
対象 パートタイムで就職を希望し
ている方
定員 申込制で先着30人
申込 電話
問 ナイスワーク高幡（☎593-5991）

9月の自然観察会～南平丘陵公
園でいろいろなキノコを観察

日程 9/17㈯
集合 9:30南平駅前、12:30同所解散
案内 日野みどりの推進委員の皆さま
対象 小学生以下は保護者同伴
費用 300円（資料代）
申込 9/16㈮までに電話
問 緑と清流課 代表☎

発達支援講演会「小学校の学習読み
書きのつまずきと支援について」

日時 9/25㈰14:00～16:00
会場 エール（発達・教育支援センター）
講師 小笠原哲史氏（明星大学発達支
援研究センター研究員）
定員 申込制で先着50人
その他申込制で1歳～未就学児先着5
人の保育あり。
申込 9/5㈪9:00から発達支援課（
hattatsu@ city.hino.lg.jp）へ 電 話
または メール で。氏名、電話番号を
記入
問 発達支援課(☎589-8877)
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