
催 し
生活・環境

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
 1011572ID

日時 ₆月₁₀日㈪₁₄:₀₀から 会場 多摩
平の森ふれあい館 定員 ₁₅人 申込 電
話 問 ごみゼロ推進課（☎₅₈₁︲₀₄₄₄）

男女共同参画週間パネル展
 1011705ID

　毎年₆月₂₃日～₂₉日は男女共同参
画週間です。また、₆月は男女雇用
平等推進月間です。パネル展を行い
ますので、ぜひご覧ください。
日程 ₆月₁₄日㈮～₂₈日㈮ 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 ワーク・ライ
フ・バランスの推進、男女雇用平等

推進、相談事業の紹介など 問 男女
平等課（☎₅₈₄︲₂₇₃₃）

ホタルの観察会 1008547ID

日程 ₆月₂₀日㈭※雨天の場合は₂₁日
㈮ 集合 ₁₈:₃₀百草園駅南口、₂₁:₀₀同
所解散 対象 往復で₄キロ以上歩ける
小学生以上の市内在住者※小学生は
保護者同伴。山道・階段あり 定員 
申込制で先着₂₅人 共催 真堂が谷戸
蛍の会 申込 ₆月₃日㈪₉:₀₀から電話 
問 緑と清流課（☎₅₁₄︲₈₃₀₉）

障害者のためのイベント・社
会交流事業～マクラメ
 1007934ID

日時 ₆月₁₉日㈬₁₃:₃₀～₁₅:₃₀ 対象 身
体（車いす可）・知的障害の方および
ボランティア 定員 申込制で先着₁₀
人 費用 ₅₀円（材料費） 申込 ₆月₃日㈪
～₁₄日㈮に電話※土曜・日曜日を除

く 会場・問 地域活動支援センター
やまばと（☎₅₈₂︲₃₄₀₀）

家庭教育学級講演会～子ども
の上手な叱り方 1011867ID

日時 ₆月₂₂日㈯₁₀:₃₀～₁₂:₃₀ 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール
※直接会場へ 講師 岸部知佐子氏

（（一社）日本アンガーマネジメント協
会認定講師） 定員 先着₂₀₀人 その他 
手話通訳あり 問 生涯学習課（☎₅₁₄︲
₈₇₆₅）

無料法律相談会～不安を安心に
日時 ₆月₂₂日㈯₁₀:₀₀～₁₆:₀₀※相談時
間₃₀分 会場 多摩パブリック法律事
務所（立川市） 内容 お金のトラブル、
不動産、相続、離婚、成年後見、事
業者向け法務、労働問題、刑事事件、
債務整理など 定員 申込制で先着₄₈
人 申込 ₆月₃日㈪から同法律事務所
へ電話 問 同法律事務所（☎₀₄₂︲₅₄₈︲
₂₄₅₀※ 月 曜～ 金 曜 日₉:₃₀～₁₉:₀₀）、
市市長公室市民相談担当（☎₅₁₄︲
₈₀₉₄）

PlanT ビジネスデザインス
クール～顧客を深く理解し、
顧客価値を高めるビジネス・
デザインの技法 1011824ID

日時 ①₇月₆日㈯・②₂₀日㈯・③₂₇日
㈯いずれも₁₀:₀₀～₁₂:₀₀ 会場 PlanT

（多摩平の森産業連携センター） 
内容 ①デザイン思考を使って顧客
ニーズを考える②顧客ニーズを深
め、顧客価値をデザインする③顧客
価値を高めるためのビジネス・デザ
イン 講師 広石拓司氏（㈱エンパブリ
ック代表取締役） 定員 申込制で先着
₂₀人 申込 産業振興課（ FAX ₅₈₃︲₄₄₈₃ 

 sangyo@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 産業
振興課（☎₅₁₄︲₈₄₄₂）

キャリアアップ講習₆月募集
科目のご案内 

　申込方法など詳細は問い合わせ
を。
募集科目 ①介護従事者のための介護
記録作成（初級）②中小企業のための
戦略的Webマーケティング講座③
ビル管理技術者受験対策④情報セキ
ュリティマネジメント受験対策（₁）・

（₂）⑤消防設備士（乙種第₄類）受験対
策⑥介護支援専門員実務研修受講受
験対策（初級）（₁）・（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 ①
₁₅人 ②₂₅人 ③ ⑥₅₀人 ④₃₀人 ⑤₂₀人 
費用 ①₄,₆₀₀円②₆,₅₀₀円③⑤₁,₆₀₀円
④⑥₃,₂₀₀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）

普通救命講習 1002423ID

日時 ₆月₂₃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 ₆月₁日㈯から電
話 問 日野消防署（☎₅₈₁︲₀₁₁₉）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（₆月） 1003501ID

内容 全年齢対象・面接会直前セミナ
ー・就職面接会（町田市会場）、₂₉歳
以下対象・若者と企業の交流会（三
鷹市会場）ほか多数 その他 詳細は東

京しごとセンター多摩 HP 参照 問 同
施設（☎₀₄₂︲₃₂₉︲₄₅₂₄）

子供・保護者向け
みんなの遊・友ランド
 1006609ID

　障害のある子もない子も、お互い
を思いやる気持ちを育てるために、
みんなで一緒に楽しく遊ぼうという
イベントです。楽しい遊びが盛りだ
くさん。
　お友達やご家族お誘い合わせの上
ご参加ください。
日時 ₆月₁₆日㈰₁₃:₀₀～₁₅:₃₀ 会場 市
民の森ふれあいホール 内容 大きな
風船、風船プール、レクリエーショ

ン、ダンスなど 持ち物 上履き、靴袋、
タオル、飲み物 問 子育て課（☎₅₁₄︲
₈₅₇₉）

四中地区青少年育成会～ウ
オークラリー・手作り広場
 1008608ID

日時 ₆月₁₆日㈰₈:₂₀～₁₅:₀₀ 会場 旭が
丘小 内容 「コマ地図」に従ってグル
ープで街を歩く楽しいウオークラリ
ーと、その空き時間に手作り工作※
豚汁サービスあり 費用 ₁人₂₀₀円（保
険料含む） 申込 ₆月₇日㈮までに同会

（  ₄chuikuseikai@goo.jp）へEメ
ールで。住所、氏名、電話番号を記
入 問 同会（田村☎₅₈₂︲₀₇₂₁）

ファミリーの日～家族ってい
いね。パパも子育てを楽しもう
 1004060ID

日時 ₆月₁₆日㈰₁₀:₃₀～₁₂:₀₀、₁₃:₃₀～
₁₆:₀₀ 内容 思い出の家族手形など 
対象 ₀～₃歳児と保護者 会場・問 地
域子ども家庭支援センター多摩平

「はぴはぴ」（☎₅₈₉︲₁₂₆₀）

　日野市、府中市、多摩市、稲城市が連携して、訪日外国人をお迎えす
るためのセミナーを飲食店向けに開催します。
　インバウンドマーケットの現状と今後の可能性や、インバウンド対応
のために超えるべき壁（言葉・文化・決済）を把握して、インバウンド売
り上げを伸ばすためのノウハウをお伝えします。

日時 ₇月₄日㈭₁₅:₀₀～₁₆:₃₀
会場 府中市市民活動センター プラッツ
対象 日野市、府中市、多摩市、稲城市の飲食店事業者
定員 申込制で先着₃₀人
申込 ₆月₂₄日㈪までに〒₁₉₀︲₀₀₂₃立川市柴崎町₂︲₁₂︲₂₄MK立川南ビル
₃階 JTB 東 京 多 摩 支 店（ FAX ₀₄₂︲₅₂₁︲₅₅₅₈ keio₄city@jtb.com）へ
はがき 、ファクスまたはEメールで。事業者名、事業者所在地、参加者名、
電話番号、ファクス番号を記入

飲食店向け
インバウンドセミナー

問 JTB東京多摩支店（☎₀₄₂︲₅₂₁︲₅₅₅₀） 1011869ID

参加者募集

　育児に仕事に大忙しのパパ・ママの皆さま、日野市
の子育て情報、どのくらいご存じですか？
　「もっといろいろ知りたいけど、自分で調べる時間が
ない…」そんな時は、子育て情報サイト「ぽけっとなび」
をぜひご活用ください。
問 子ども家庭支援センター ︵☎₅₉₉︲₆₆₇₀︶､ 健康課︵☎
₅₈₁︲₄₁₁₁︶

パパ・ママ必見!
日野市の子育て情報サイトは、
忙しいあなたの強い味方です

必要な情報にナビゲート
　市が実施している子育て関連のサービスを、
お子さまの年齢や目的に合わせて検索できます。
予防接種の管理が簡単に
　お子さま一人ひとりに合わせた予防接種・乳幼
児健診スケジュールの目安を自動で作成します。
お知らせメールで安心
　予防接種・乳幼児健診の期日が近づくと、お
知らせメールが届きます。

1003966ID
　令和元年度第₁回地域懇談会を開催します。
　今回の地域懇談会では、防災と居場所、自治会と居場
所などをテーマに懇談します。
　地域に気軽に行ける「居場所」があると、どんな良いこ
とがあるでしょうか。居場所の持つ可能性を、防災、自
治会などさまざまな観点から考えてみたいと思います。
　また、自治会運営に役立つ情報や、地域活動の情報を
発信します。
　自治会で高齢者サロンを立ち上げたいと思っている
方、子ども食堂を運営している方、居場所をデザインす
るアーティストなど、誰でも参加できます。
日時・会場 下表の通り
申込 各開催日の₅日前までに地域協働課（FAX ₅₈₁︲₄₂₂₁  
ckyodo@city.hino.lg.jp）へ電話、ファクスまたはEメ
ールで

日程 時間 中学校区 会場
₆月₁₅日㈯ ₁₀:₀₀～₁₂:₁₅ 三中地区 三中
₆月₁₅日㈯ ₁₅:₀₀～₁₇:₁₅ 二中地区 ニ中
₆月₂₂日㈯ ₁₀:₀₀～₁₂:₁₅ 三沢中地区 三沢中
₆月₂₂日㈯ ₁₅:₀₀～₁₇:₁₅ 一中地区 一中
₆月₃₀日㈰ ₁₀:₀₀～₁₂:₁₅ 四中地区 四中
₆月₃₀日㈰ ₁₅:₀₀～₁₇:₁₅ 大坂上中地区 実践女子大学香雪記念館（大坂上）
₇月 ₆日㈯ ₁₀:₀₀～₁₂:₁₅ 平山中地区 平山中
₇月 ₆日㈯ ₁₅:₀₀～₁₇:₁₅ 七生中地区 七生中

問 地域協働課（☎₅₈₁︲₄₁₁₂）

みんなで創る地域の居場所！
防災×居場所などを話し合おう

1011694ID
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