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　市内在住・在学の児童・生徒によ
る428点の応募作品の中から、日野
市優秀賞・入選作品34点（全国審査
作品・東京都入選作品を含む）を展
示します。
日時 1月15日㈫～30日㈬8:30～17:15
※15日は13:00から
会場 市役所1階市民ホール
問 選挙管理委員会事務局（☎514-
8806）

働く人のためのトラブル対処
法セミナー� 1010140ID

　働く人向けに、よくあるトラブル
の事例や裁判例を紹介し、基礎知識
や対処法について解説します。
日時 ①1月17日㈭②18日㈮いずれも
18:30～20:30

会場 八王子労政会館
内容 ①ハラスメント対策②退職・
解雇・雇い止め対策
定員 申込制で先着各100人
申込 電話
問 東京都労働相談情報センター（☎
042-643-0278）

子育て中の就職���はじめの一歩
～ミニセミナー� 1010702ID

　子育てしながらの就職に、漠然と
した不安や悩みを抱えてはいません
か。子育て中の方が安心して働くた
めのコツをハローワークの専門相談
員がお伝えする、座談会形式のミニ
セミナーです。お気軽にご参加くだ
さい。
日時 1月21日㈪10:30～11:30
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 ハローワーク八王子しごと情
報館マザーズコーナー専門相談員
対象 子育て中で就職を考えている方
定員 申込制で先着7人
その他 お子さまと一緒に参加可※会
場に保育担当者はいませんが、おも
ちゃを用意します
申込 男女平等課（FAX 584-2748  da 
njyo@city.hino.lg.jp）へ電話、ファ
クスまたはEメールで。住所、氏名、
電話番号を記入
問 男女平等課（☎584-2733）

普通救命講習� 1002423ID

日時 1月27日㈰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、止血の方法など
定員 申込制で先着10人
費用 1,400円（テキスト代）
申込 1月7日㈪から電話
問 日野消防署（☎581-0119）

カワセミハウス写真展～日野
の野鳥たち� 1010655ID

日時 1月23日㈬～30日㈬9:00～21:30
※28日㈪を除く
会場・問 カワセミハウス（☎581-116 
4）

みんなの環境セミナー～親子
で楽しむ野鳥かんさつ
� 1010656ID

日時 1月27日㈰9:30～12:00
会場 黒川清流公園※カワセミハウス
集合
内容 冬の雑木林にやってくる野鳥を
観察
講師 金子凱彦氏（日野の自然を守る
会）など
対象 親子
定員 申込制で先着15組
申込 1月4日㈮から電話※7日㈪、15
日㈫、21日㈪を除く
問 カワセミハウス（☎581-1164）

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」
　誰かの力になりたいあなたに。ひ

とり暮らしや施設で生活する高齢者
のお話に耳を傾ける「傾聴ボランテ
ィア」を養成する講座です。
日時 2月1日～3月1日の毎週金曜日
13:30～16:00
会場 中央福祉センター
対象 全回参加できる市内在住・在
勤・在学者
定員 30人※申込多数の場合は抽選
費用 3,000円
申込 1月25日㈮（必着）までに〒191- 
0011日野本町7-5-23日野市ボランテ
ィア・センター（FAX 582-0082  hino- 
vc@hinosuke.org）へ はがき、ファク
スまたはEメールで。住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、電話番号、性別、
参加の動機を記入。
問 同センター（☎582-2318）

ハローワーク八王子共催事業
～仕事と子育てを両立したい
方のためのパソコン講習
� 1010703ID

日時 2月5日㈫～7日㈭10:15～16:00※
3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
書などの作成など
対象 子育て中の方で早期に再就職を
目指している全回出席可能な方※受
講にはハローワーク八王子しごと情
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

申込 1月4日㈮から電話
その他 1月1日時点で生後6カ月～未
就学児先着10人の保育あり※1月28
日㈪までに申し込み
問 ハローワーク八王子しごと情報館
マザーズコーナー（☎042-680-8403）

キャリアアップ講習1月募集
科目のご案内� 1008142ID

　申込方法など詳細は問い合わせく
ださい。
募集科目 ①3 次元 CAD/CAE（Solid 
Works）［基礎］②VisualC#による
プログラミング③第二種電気工事士

（実技）［基礎］2
対象 中小企業に在職中（派遣・契約
社員、パートを含む）の都内在住・
在勤者
定員 ①25人②20人③30人
費用 各科目6,500円
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）

健康
健康づくり推進員から
ウオーキングの開催日当日の実施確
認は8:00～8:30に☎080-4347-1265へ

第1グループ～みんなで楽しく健康
づくり「健康体操と歌やビンゴを楽
しもう」 1010729ID

日時 1月18日㈮9:30～11:30 会場 心塾
（旭が丘）※直接会場へ 内容 健康体
操、歌声のつどい、ビンゴゲーム、
健康講話、体組成測定（希望者のみ） 

講師 市健康体操サポーター 費用 100
円 持ち物 敷物、タオル、飲み物 問 
健康課（☎581-4111）
第2グループ～招福開運・八王子七
福神めぐり  1010730ID

日程 1月17日㈭※雨天中止 集合 9:30 
JR中央線西八王子駅改札口外、12:30
八王子東急スクエア解散※直接集合
場所へ コース 吉祥院～信松院～伝
法院（7㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、
雨具、帽子、健康保険証 問 健康課（☎
581-4111）
第3グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚！  1010731ID

日時 1月21日㈪13:30～15:30 会場 大
坂上三丁目都営集会室※直接会場へ 
内容 健康体操・歌など 講師 市健康体
操サポーターなど 費用 100円 持ち物 
タオル、飲み物 問 健康課（☎581-41 
11）
第4グループ～今日も明日も元気か
い・ウオーキング「維新に散った新
選組ゆかりの地を歩きます」
 1010732ID

日程 1月22日㈫※雨天中止 集合 9:30
福祉支援センター（黄色の小旗が目
印）、12:00日野駅解散※直接集合場
所へ コース 向島用水親水路～石田寺
～とうかん森～土方歳三資料館～佐
藤彦五郎新選組資料館～日野宿本陣
～井上源三郎資料館～八坂神社～大
昌寺～宝泉寺（7㌔） 持ち物 飲み物、
雨具、帽子、健康保険証 問 健康課（☎
581-4111）

第８回
あさかわ写真
コンクール

日野市・八王子市連携事業

　407作品の応募から選考の結果、次の方々
が入賞されました（敬称略）。
　入賞作品は下記の日程・会場で展示され
るほか、市 HP で公開しています。ぜひ、素
晴らしい浅川の風景をご覧ください。
◆入賞作品展示◆
日時  12月27日㈭～1月31日㈭9:00～17:00※
年末年始、1月7日㈪・15日㈫・21日㈪・28
日㈪を除く
会場 日野宿交流館

問 緑と清流課（☎514-8309）

▶一般の部
最優秀賞…小川圭太「霧に浮かぶふれあい橋」

▶中学生以下の部
最優秀賞…石川優太「滝と橋」

優秀賞…池田榮雄「雪降る南浅川
橋」、原田恵一「浅川に遊ぶ」
日野市長賞…山岡恵美「ダイヤモ
ンド富士」
八王子市長賞…佐久間幸士郎「水
面に映る鯉のぼり」
佳作…伊藤良一、岡田史郎、亀ヶ
谷菜花、亀山泰二、篠正治、中西
隆、向中野祐司、山本彰三、吉野
邦夫、渡邉英明

優秀賞…買田賢「波紋にカワセ
ミ」、城ヶ崎一心「浅川の桜」
日野市長賞…水口信綱「夕日に
おどる水」
八王子市長賞…関根優希「飛行
機雲」
佳作…石原雄斗、大野綾音、日
下遥斗、小山咲風、朴地勇、檜山
結衣

1010670ID

都市農業シンポジウム
「都市農業の新たな潮流」～関連法規の変革を捉える

入場無料
直接会場へ

▲田中博明氏
（日野市認定農業者）

▲伊藤清太朗氏
（日野市認定農業者）

▲渡辺賢志氏
（JA東京みなみ地域振興部長代理）

▲松澤龍人氏
（（一社）東京都農業会議業務部長）

・岡田正和（市都市計画課長）
・浅川浩二（市都市農業振興課長兼農業委員会事務局長）

○ 日野市女性農業者
の会（みちくさ会）
による農の生け花
展示

○ NPO 法 人 め ぐ み
「みのり處

どころ
」による

市内産農産物など
の販売※13:00から

■展示・販売■パネルディスカッション
パネリスト

■基調講演・パネルディス
カッションコーディネーター

第15回

1010824ID問 都市農業振興課（☎514-8447）

日時 1月19日㈯13:30～16:00　会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）　その他 手話通訳あり
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