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日時 １０/３１㈯　集合　１０：００南平駅南口、
１２：３０多摩動物公園駅解散※雨天の
場合は室内勉強会　講師　秋山久美子
氏（八王子自然友の会）、日野みどり
の推進委員の皆さま　費用　３００円　持ち
物　飲み物、歩きやすい服装　その他　
小学生以下は保護者同伴　問　緑と清
流課　代表緯
 

日時 １１/３㈷１０：００からと１１：００から
※小雨実施　会場　日野市ドッグラン　
講師　久保木直美氏（ジャパンケンネ
ルクラブ公認訓練士）　対象　市内在住
者と飼い犬　定員　申込制で各回１０組
※申込多数の場合は抽選　その他　首
輪およびリードを着用　申　１０/２６㈪ま
でに〒１９１－００４１南平２－８－５ひ
のワンパークの会川島方わんわん教
室へ　往復はがき　で。住所、氏名、電話番
号、希望組、犬種、雄雌、歳、愛称、
悩みや相談事を記入　問　環境保全課　
代表緯　
 

日時 １１/５㈭１３：３０～１６：００　会場　八王
子市学園都市センター※直接会場へ
　内容　参加企業１５社　対象　３５歳未満の
正社員を希望している方　持ち物　履
歴書（写真貼付）複数枚　問　ハローワ
ーク八王子（緯０４２－６４８－８６３４）
 

日時 １１/８㈰・１５㈰・２９㈰、１２/６㈰・１３
㈰１０：００～１６：３０　会場　東京都労働相
談情報センター国分寺労政会館（国
分寺市）　内容　ビジネスプランや事業
計画書の作成、資金調達な

ど　定員　先着
４０人　費用　５,０００円　問　東京都商工会連
合会地域振興課（緯０４２－５００－３８８５）
 

日時 １１/９㈪１０：００～１６：００　会場　ルミ
エール府中　内容　就職支援研修会、
就職相談会　対象　保育士有資格者お
よび資格取得見込みの方　定員　研修
会のみ先着１００人　問　東京都保育人材 

１０月の自然観察会～秋の雑木
林を観察しよう

わんわん教室～犬のしつけ

きりひらけ！自分～若者就職
面接会を開催

創業塾～あなたの夢とアイデ
アをカタチにする５日間！

保育士就職支援研修・相談会～近
隣市の保育園が集まる就職イベ
ント・日野市内の保育園も出展

・保育所支援センター（緯０３－５２１１
－２８６０）
 

日時 １１/１０㈫・１３㈮１３：３０～１５：３０　会場
関戸公民館（多摩市）　内容　労働条件
通知書と就業規則の見方など　講師　
横山玲子氏（社会保険労務士）　定員　
先着６０人　問　労働相談情報センター
八王子事務所（緯０４２－６４３－０２７８）
 

日時 １１/２９㈰１０：３０～１２：３０　会場　多摩
動物公園　対象　ファミリー３００人　申　
申込書（多摩動物公園 から　ダウンロード　
可）をＦＡＸ※ダウンロードできな
い場合は任意様式に参加者全員の氏
名、年齢、代表者の住所、当日の連
絡先（携帯）を記入
問 東京ガス多摩支店（緯０４２－５２６－
６１２５思０４２－５２６－６１４２）
 

 

　ファミリー・サポート・センター
（ファミサポ）は、育児や家事の援
助をしてほしい方と援助をしたい方
が、相互に助け合う有償ボランティ
ア組織です。今回、援助を希望する
方を対象に下表の通り講習会を開催
します。この講習会で８ポイント以
上受講修了後、保育援助活動を行う
ことができます。講習会を受講して
地域の子育てを応援しませんか。
会場 多摩平の森ふれあい館　定員　３０

託児あり！パート・契約社員で働く時
に知っておきたい基礎知識～労働法・
保険制度・税金の重要ポイント解説

環境のお話と多摩動物公園自
然体験のつどい参加者募集

　
HP

子供・保護者向け
日野市ファミリー・サポート・セン
ター保育講習会と養成講座・交流会

人　申　１１/５㈭までに電話　問　日野市
ファミリー・サポート・センターた
かはた（緯５９９－７６１６）
 

▶保護者向け「読み聞かせに向く絵
本の紹介」…日時　会場　問　１０/２９㈭１０：
３０～１１：００中 央 図 書 館（緯５８６－
０５８４）、３０㈮１０：３０～１１：００百草図書館
（緯５９４－４６４６）※直接会場へ　対象　
小学校などで読み聞かせをする保護
者な

ど

▶図書館おはなし会（１１月）高幡図書
館（緯５９１－７３２２）　４㈬・１８㈬　中央図
書館（緯５８６－０５８４）　１１㈬・２６㈭　多摩
平図書館（緯５８３－２５６１）　１２㈭（ひよ
こタイム）・２５㈬　平山図書館（緯５９１
－７７７２）　１９㈭（ひよこタイム）　百草図
書館（緯５９４－４６４６）　２７㈮　対象　０～
２歳児、３歳～未就学児、小学生以上
 

日時 １１/７㈯１０：００～１３：３０※雨天の
場合は１２：３０三中で食事会。さといも
堀りは１４㈯１０：００に順延　会場　石坂フ
ァームハウス、三中　持ち物　帽子、タ
オル、飲み物※汚れてもいい靴と服
装で参加を　問　三中地区青少年育成
会（中澤緯０７０－６５７９－２３７１）
 

日時 １１/７㈯１５：００～１６：１５　対象　生後
３～５カ月児と保護者　定員　１２組
（初めての方優先）　費用　オイル希望
者のみ２００円　申　１０/２８㈬９：３０から電
話　会場・問　地域子ども家庭支援セン
ター多摩平（緯５８９－１２６０）

図書館からのお知らせ

三中地区青少年育成会「さと
いも収穫祭」

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ

催
し

保育講習プログラム

講　師ポイ
ント内　容日　時

ファミサポチーフアドバイザー
１

相互援助活動９：３０〜１０：４５

１１/１３㈮
子ども家庭支援センター長日野市の子育て支援１１：００〜１２：００
市立保育園園長

１
保育の心１３：３０〜１５：００

ファミサポアドバイザー参加者交流会１５：１５〜１６：００

日野消防署２安全・事故「普通救命講習・ＡＥＤ」
※１,４００円（テキスト代他）９：３０〜１２：３０

１９㈭
須賀康正氏（須賀小児科院長）２子供の発達と病気１３：３０〜１５：３０
市児童館館長、学童クラブ職員１学童期の生活１０：００〜１２：００

２４㈫ 松田景子氏（臨床発達心理士・
言語聴覚士）１発達に課題のある子供の支援１３：３０〜１５：３０

子ども家庭支援センター職員１地域で支える子育て９：３０〜１１：３０
１２/２㈬ ファミサポ地区サポーター

１
私の提供会員活動

１３：００〜１５：３０
ファミサポアドバイザーワークショップ・まとめ

養成講座・会員交流会（３００円）１３：１５〜１６：４５９㈬

へＦＡＸまたは　メール　「１１月３日参加
希望」、希望教室名、氏名（ふりが
な）、郵便番号、住所、性別、電話番
号、メールアドレスを記入　問　日野市
企業公社（緯５８７－６３２１）
 

▶骨盤なめらか体操教室…　日時　１１/
７～２８の毎週土曜日１１：００～１２：００　
会場　同館集会室　定員　１０人　費用　５枚
つづり５,４００円のチケット購入制※
入場料別途
▶はじめての水中ウオーキング…　
日時１１/１３㈮・２０㈮１１：００～１２：００　定員
申込制で先着７人　費用　２,７００円※入
場料別途　申　１１/５㈭までに電話　会場
問　同プール（緯５８３－５２６６）
 

 

日時 １０/２２ ㈭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　電
話　問　しごとサポートひの（緯５８６－
９５１７）
 

日時 １０/２５㈰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
い気持ちや思いをわかち合う問セー
フティネットコールセンター　代表緯
 

日時 １０/２７㈫１０：００～１６：００　会場　新宿
駅西口広場イベントコーナー　問　総
務省東京行政評価事務所（緯０５７０－
０９０１１０）、市市長公室市民相談担当 
　代表緯
 

日時 １０/２８㈬ １０：００～１６：３０　会場　八王
子市学園都市センター　内容　直前対
策セミナー、企業１０社による合同就
職面接会　問　東京しごとセンター多
摩（緯０４２－３２９－４５２４）

東部会館温水プールからのお知らせ

生活・環境
高年齢者の就職支援セミナー～
再就職先を選ぶコツを学ぼう

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

１０/１９～２５は行政相談週間～
１日合同行政相談所開設

地域就職面接会

 

 

▶山歩きの会…　日時　１０/２７㈫　集合　
７： ４５ＪＲ立川駅青梅線ホーム先頭
車両付近　コース　御嶽駅→滝本ケー
ブル→御岳山→日の出山→日向和田
駅（９.５キ　　ロ 、４時間）　費用　５００円　申　電
話、ＦＡＸまたは　メール　
▶燻製教室…　日時　１１/１４㈯１０：００～
１４：００　会場　平山台健康・市民支援セ
ンター　費用　１,５００円　定員　申込制で先
着１５人　申　１０/１７㈯から電話
　いずれも　問　平山台文化スポーツ
クラブ（緯思５０６－９９７９死hirayama 
dai@hop.ocn.ne.jp）
 

▶武術太極拳競技…　日時　１１/６㈮
１０：００から　会場　市民の森ふれあいホ
ール　種目　２４式太極拳、３２式剣など　
対象　市内在住・在勤・在学者　申　１０/３１
㈯までに〒１９１－００１１日野本町７－
１２－１市民陸上競技場内日野市体育
協会事務局（緯思５８２－５７７０）へ郵送
またはＦＡＸ。住所、氏名、年齢、
性別、電話番号を記入※競技会当日
会場で受け付け可　問　日野市武術太
極拳連盟（和田緯５９３－７３５０）
▶ロードレース競技…　日時　１２/５㈯
集合　８：００浅川スポーツ公園グラウ

スポーツ
平山台文化スポーツクラブから

市民体育大会

ンド　コース　ふれあい橋→浅川河川
敷　種目　小学生男女・中学生女子（２
キ　
　ロ ）、中学生男子（３キ　

　ロ ）、一般女子・
壮年男女（５キ　

　ロ ）、一般男子（１０キ　　ロ ）　
対象　小学５年生以上の市内在住・在
勤・在学者　費用　小学生２００円、中学生
３００円、一般・高校生・壮年５００円※
参加費は郵便振替　申　１１/２㈪～１１㈬
１７：００までにエントリーシートをhi 
no@jaaf.info
へ　メール　　その他　
競技中、コース
周辺は通行止
め。ご理解・ご
協力お願いしま
す　問　日野市体
育協会（緯５８２－
５７７０）
 

　しっかりと体を動かすものから、
気軽に体験できるものまでありま
す。健やかな心と体を維持するため
にできることからはじめましょう。
日程 １１/３㈷　内容　時間　定員　①健康測
定（中心血圧・肺年齢・血管年齢・心
のストレス度）１３：００～１６：３０②救急
救命とＡＥＤ操作体験１３：３０から３０
分ごと③ボディケア入門１４：３０～１５：
３０④太極拳教室１５：３０～１６：３０　会場　
東部会館　定員　各コース先着５０人　 
費用　③④各５００円　申　１０/２７㈫までに
同倶楽部事務局（思５９６－４８１６死
yamagata１９５４@utopia.ocn.ne.jp）

ひのＲＵＮ倶楽部～健康・快動
スペシャルイベント参加者募集

催催催 ししし

催
し

　区画整理事業が進む川辺堀之内地区。コ
スモスが咲き乱れる同地区国道予定地内で
秋祭りを開催します。お祭りのラストには
コスモスプレゼントもあります。
　お子さまから大人の方まで楽しめます。
ぜひご来場ください。
日時 １０/２４㈯１１：００～１６：００
会場 川辺堀之内国道予定地内（堀之内研修
所隣接）
内容 ミニ舞台（歌・踊りなどのパフォーマ
ンス）、農産物の直売、まちかど写真館in川
辺堀之内（昔の風景から現在までのパネル
の展示）、ウオーキング講座など
問 日野市企業公社（☎５８１－６３２１）

★ ★輝き発展するまち～川辺堀之内祭り

▲オリンピック男子
マラソンメダリス
ト・エリック・ワイ
ナイナさんも参加


