
催 し
生活・環境

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業�
� 1003313ID

日時 8月26日㈰14:00～16:00 会場 関戸
公民館（多摩市）※直接会場へ 内容 身
近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

（☎514-8542）

日野市女性農業者の会「みち
くさ会」主催～トマトを使っ
た料理教室� 1009228ID

日時 8月27日㈪13:00～16:00 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
テレビ放映で紹介したトマトたっぷ
りピザなど全4品 定員 申込制で先着
12人費用 1,800円申込 8月17日㈮9:00
から電話 問 都市農業振興課（☎514-
8447）

日野産農産物を使った手作り
パン教室� 1009460ID

日時 9月3日 ㈪・4日 ㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー フルーツカップパンなど 
定員 申 込 制 で 各 日 先 着10人 費用 
2,300円 申込 竹 内（ ☎090-7284-194
7）へ電話 問 都市農業振興課（☎514-
8447）

日野市小水力発電を考える会
活動報告会� 1003043ID

　平成27年度から活動を重ねてきた
日野市小水力発電を考える会が、今
までの活動報告や日野市における小
水力発電の未来についてお話ししま
す。日野の資源である用水や湧水の
新しい可能性に触れてみませんか。
　発電機の展示と実演もあります。
日時 9月1日㈯14:00～16:00 会場 カワ
セミハウス※直接会場へ 問 同会事
務局（環境保全課☎514-8294）

犬の飼い方講習会～南多摩獣
医師会日野部会共催�
� 1009541ID

日時 9月2日㈰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、しつ
け方の実演 講師 藤井聡氏（㈱オール
ドッグセンター責任者）など その他 
動物を連れての参加不可 問 環境保
全課（☎514-8298）

市民参加のまちづくり勉強会
「地域をつなぐ住民参加の公
園・緑地づくり～公園経営を
学ぼう！」� 1009505ID

日時 9月9日㈰13:30～16:30 会場 カワ
セミハウス 内容 都市公園法改正の
要点、地域内外の資源を融合する公
園・緑地経営、マンション緑地・公
園・農業のつながりなどについて学
ぶ 講師 富永一夫氏（NPOフュージ
ョン長池会長・創業者） 定員 申込制
で先着50人 費用 500円 申込 8月17日
㈮から電話 問 カワセミハウス（☎
581-1164）

福祉の初期総合相談窓口～ハ
ローワーク八王子による巡回
相談� 1003811ID

日時 原則毎週木曜日13:00～16:00※
予約制。開催日はお問い合わせを 
会場 市役所2階セーフティネットコ
ールセンター 内容 ①ハローワーク
の就職支援ナビゲーターによる職業
相談、職業紹介、職業訓練のあっせ
んなど②求職活動にあたっての心構
え、不安などの解消③履歴書・職務
経歴書の作成、面接の受け方などの
アドバイス④就職に役立つ情報の提
供※詳細はお問い合わせを 対象 住
居・生活に困っている方などで早期
に就職したいという意欲と能力のあ
る方 申込 電話 問 セーフティネット
コールセンター（☎514-8574）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（8月）� 1003501ID

　詳細はしごとセンター多摩 HP を
ご覧ください。
内容 29歳以下対象・若者と企業の
交流会（国分寺市会場）、女性対象・
再就職スタートアップコース（立川
市会場）など多数 問 しごとセンター
多摩（☎042-329-4524）

日野市共催～合同企業説明会
in八王子� 1003501ID

　多摩地域の新卒者を対象に、20社

以上の企業の合同説明会を実施しま
す。詳細はしごとセンター多摩 HP 
をご覧ください。
日時 9月4日㈫13:00～16:30 会場 京王
プラザホテル八王子※直接会場へ 
対象 平成31年3月卒業予定の方およ
び既卒3年以内の方 問 同センター多
摩（☎042-329-4524）

マネジメントメンター登録制
度説明会を開催� 1009813ID

　企業などで培ってきた経験や専門
知識などを生かし、地域・中小企業
などの支援を通じてその活性化に貢
献する制度の説明会です。
日時 9月7日㈮15:00～17:00 会場 Plan
T（多摩平の森産業連携センター） 
対象 専門知識などを持つ企業退職
者、市内企業に勤務する退職予定の
管理職、専門職など 問 産業振興課

（☎514-8442）

健康
地域介護予防活動支援事業～
高齢者の元気を応援します�
日時 8月27日㈪10:00～11:30 会場 南
平駅西交流センター 内容 高齢者に
も優しいヨガ 対象 65歳以上の方 
定員 申込制で先着30人 申込 電話 問 
日野市社会福祉協議会（☎584-1294）

運動前に体の自己分析をして
みませんか～からだ分析＆運
動講習会� 1003870ID

日時 9月16日㈰10:00～11:30 会場 生
活･保健センター内健康サポートル
ーム輝

かがやき
 内容 体成分（筋肉・脂肪）測

定、簡易体力測定後、運動に関する
指導 講師 サポートルーム輝スタッ
フ 対象 18歳以上の市民 定員 申込制
で先着20人 申込 8月17日㈮から電話 
問 健康課（☎581-4111）

脳卒中市民公開講座～教え
て!!脳卒中ってどんな病気?
日時 9月15日㈯14:00～16:00 会場 稲
城市地域振興プラザ 講師 岩下達雄
氏（稲城市立病院神経内科部長）など 
申込 9月12日㈬までに電話 問 東京都
南多摩保健所保健医療担当（☎042-
371-7661）

わたしたちの行動で地域の輪を創ろう！
９月は認知症を知る月間

　市では、9月21日の「世界アルツハイマーデー」にあわせて、毎年9月を「認知症を知る月間」としています。
　認知症について正しい知識を得るとともに、誰もが認知症になっても暮らせるまちを目指して、さまざまな
イベントを行います。ぜひ、ご参加ください。すべて無料です。

高齢福祉課（☎514-8496）、日野社会教育センター（☎582-3136）問

申し込みが不要なイベント申し込みが必要なイベント

認知症家族介護者支援講座

　特に記載のないものについては　　日野社会
教育センター（☎582-3136　　581-0647　  info
@hino-shakyo.com）へ電話または申込書（市役
所２階高齢福祉課、市内各地域包括支援センター
などにあり）をファクスまたはEメール

映画上映「ケアニン～あなたでよかった」
　　 9月2日㈰14:00～16:00
　　 TomorrowPLAZA Tree HALL(多摩平)
日時
会場

ミニ講演会「若年性認知症」について
　　 9月8日㈯14:00～15:00
　　 東京都多摩若年性認知症総合支援センター(大 
坂上)

日時
会場

図書館で関連書籍の紹介
　　 9月1日㈯～30日㈰
　　多摩平図書館・高幡図書館
日程
会場

認知症についてのパネル展示
　　①8月31日㈮～9月14日㈮②9月1日㈯～28日㈮ 
　　 ①イオンモール多摩平の森２Ｆグリーンパークス
トピック横②市役所１階ロビー

日程
会場

●認知症疾患医療センター（多摩平の森病院）…
認知症専門の医療機関として、気軽に相談できる
体制を整えています。
●東京都多摩若年性認知症総合支援センター

（大坂上）…18～64歳の認知症の方の就労や日常
生活全般でお困りのことについて相談できます。

神経内科医による無料療養相談会
　　 9月13日㈭13:30～16:00
　　多摩平交流センター
　　認知症のご本人および家族
　　NPO法人愛隣舎(☎586-9051)へ電話

日時
会場
対象
申込

　　 9月27日㈭14:00～15:30
　　七生公会堂
　　 在宅介護に役立つ「認知症の治療と対応」～
事例を交えながら医師が解説
　　望月諭氏(日野のぞみクリニック医師)
　　 300人

日時
会場
内容

講師
定員

オレンジフェス
　　 9月30日㈰10:30～13:00
　　イオンモール多摩平の森イオンホール
　　 第1部「みんなで楽しもう！」…三世代の合唱、
けん玉パフォーマンスと体験、まるでダンスのよ
うな健康体操「ラ・クンバルシータ」、第2部「みんな
で知ろう！考えよう！」…「認知症の予防」について考
えるパネルディスカッション
　　 高橋龍太郎氏(多摩平の森の病院長)、田中
祥子氏(東京薬科大学助教)、正木直子氏(管理栄
養士)、細江容子氏(実践女子大学教授)

日時
会場
内容

出演

「行方不明者情報メール」のアドレス
が変わりました！

認知症のことでお悩みの方は
ご相談ください

申込

　高齢者の行方不明者情報の配信メールアドレ
スが7月から変更されました。
右記QRコードからご登録いただ
き、行方不明者の早期発見にご協
力をお願いします。
　高齢福祉課(☎514-8496)問

ラ　ン 　とも

RUN伴ひの2018　応援者募集
　認知症の人や支援者が市内を走り、タスキをつな
ぎながらゴールを目指すイベントです。ぜひランナー
を応援してください！
　　 9月15日㈯9:00から
　　日野中央公園（スタート地点）
　 ＲＵＮ伴ひの実行委員会(☎080-2085-1161)

日時
会場
問

1009549ID

1003593ID
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