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東京しごとセンター多摩の就
業支援（₉月）� 1003501ID

内容 29歳以下対象・若者と企業の交
流会ほか多数 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）

キャリアアップ講習₉月募集
科目� 1008142ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
募集科目 ①第一種電気工事士（実技）
受験対策②インバータ技術によるモ
ーター制御（2）③確定申告の書類作
成④ホームページビルダーによるホ
ームページ作成 対象 中小企業に在
職中（派遣・契約・パート社員を含む）
の都内在住・在勤者 定員 ①③20人
②10人④30人 費用 ①③④6,500円②
4,300円 問 多摩職業能力開発センタ
ー府中校人材育成プラザ（☎042-36
7-8204）

仕事と子育てを両立したい方
のためのパソコン講習（日野
市・ハローワーク八王子共催
事業）� 1012272ID

日時 10月9日㈬～11日㈮10:15～16:00 
会場 多摩平の森ふれあい館 内容 ウ
ィ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 週20時間以上の就業
または自営をしていない、早期（おお
むね3カ月以内）に再就職を目指して
いる方で全回受講が可能な方 定員 

申込制で先着10人 その他 ①9月1日
現在で生後6カ月～未就学児先着10
人の保育あり※9月30日㈪までに申
し込み②受講には八王子しごと情報
館マザーズコーナーの利用登録が必
要 申込 9月2日㈪から電話 問 同館マ
ザーズコーナー（☎042-680-8403）

水辺のある風景日野₅₀選ガイ
ドツアー� � 1012007ID

日程 9月7日㈯ 集合 9:00日野駅東側、
12:00同所解散 コース 上堰煉瓦架橋
～仲田の森蚕

さん

糸
し

公園～精進場-禊
みそぎ

の
水辺～日野宿交流館 対象 3㌔以上歩
ける小学生以上の市内在住者※小学
生は保護者同伴 定員 申込制で先着
20人 申込 9月2日㈪から電話 問 緑と
清流課（☎514-8309）

水と緑の日野・市民ネット
ワーク主催シンポジウム
� 1009680ID

 

日時 9月7日㈯13:
00～16:30 会場 カ
ワセミハウス※
直接会場へ 内容 
①基調講演「地
図でたどる日野
市の変遷～豊か
な地形と自然を
再認識しよう」②話題提供～地名や
郷土史からまちの魅力を掘り下げて
探る 講師 ①今尾恵介氏（地図研究
家）②新選組のふるさと歴史館長、
郷土資料館職員 その他 手話通訳あ
り 問 緑と清流課（☎514-8307）

秋の交通安全市民のつどい
� 1012175ID

日時 9月8日㈰10:00～12:00 会場 ひの
煉瓦ホール（市民会館） 内容 第1部…

▲今尾恵介氏

式典、第2部…津軽三味線の演奏、交
通安全教室、交通安全パフォーマン
ス 主催 日野警察署、日野交通安全協
会、日野地域交通安全活動推進委員
協議会 その他 駐車台数に限りあり。
できるだけ公共交通機関のご利用を 
問 防災安全課（☎514-8963）

Fresh!日野フォトエキシビ
ジョン！� 1012201ID

 

日時 9月8日㈰～21日㈯10:00～19:00
※土曜・日曜日、祝日は17:00まで。
9日㈪は休館 会場 日野図書館 内容 
明星大学生によるひの新選組まつり
写真展 問 同館（☎584-0467）

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 9月13日㈮14:00から 会場 生活・
保健センター 定員 20人 申込 電話 問 
ごみゼロ推進課（☎581-0444）

東京イナゴンピック
� 1012254ID

日程 9月15日㈰※雨天時は9月16日㈷
に延期 集合 9:30せせらぎ農園（新井）、
13:00同所解散 内容 田んぼでイナゴ
捕り競争やイナゴジャンプ競争※上
位入賞者には賞品あり。イナゴの試
食あり 対象 小学生以下は保護者同
伴※幼児同伴可 定員 申込制で先着
50人 費用 小学生以上300円 申込 9月
3日㈫から電話 問 まちの生ごみ活か
し隊（佐藤☎080-8891-4930）

見て聞いて知ろう・くろかわ
シリーズ「黒川清流公園の湧
水を調べよう！」
� 1012255ID

日時 9月21日㈯10:00～12:00 会場 カ
ワセミハウス、黒川清流公園 講師 小
倉紀雄氏（カワセミハウス館長・東
京農工大学名誉教授） 対象 小学生以
下は保護者同伴 定員 申込制で先着
20人 申込 9月3日㈫から電話※9日
㈪・17日㈫を除く 問 カワセミハウ
ス（☎581-1164）

普通救命講習� 1002423ID

日時 9月22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 9月1日㈰から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

全年齢層対象～地域就職面接
会in八王子� 1003501ID

日時 9月25日 ㈬ ①10:00～12:00②13:
00～16:30 会場 八王子市学園都市セ
ンター 内容 ①直前セミナー（予約
制）②合同面接会 持ち物 筆記用具、
履歴書 申込 電話 問 東京しごとセン
ター多摩（☎042-329-4524）

自然観察会～夏草茂る雑木林
（百草・倉沢へ）を訪ねよう�
� 1007973ID

日程 9月28日㈯※雨天中止 集合 9:30
百草園駅前、12:30倉沢バス停前解
散 講師 日野みどりの推進委員 対象 
小学生以下は保護者同伴 費用 1家族
300円（資料代） 申込 9月27日㈮まで
に電話 問 緑と清流課（☎514-8307）

スポーツ
東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 同プール（☎583-5266※
9:30～20:30） 1000974ID

 骨盤なめらか体操教室 
日時 9月の毎週土曜日11:00～12:00 
定員 10人 費用 5枚つづり5,400円のチ
ケット購入制
 はじめての水中ウオーキング 
日時 9月20日㈮・27日㈮11:00～12:00 
定員 申込制で先着7人 費用 2,700円※
入場料別途 申込 9月12日㈭までに電
話
 臨時休業のお知らせ 
　9月3日㈫・4日㈬は定期清掃のた
めプールのみ休業します。

平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
 1003186ID

　詳細は同クラブへお問い合わせく
ださい。
 ぶらり街歩き 
日程 9月13日㈮ 集合 10:20JR南千住
駅前松尾芭蕉像前、16:00同所解散 
コース 回向院～三ノ輪橋～三河島水
再生センター～圓通寺（約6㌔） 費用 
600円※交通費・昼食代実費
 グラウンドゴルフ 
日時 毎週月曜・木曜日9:30～11:30 
会場 平山台健康・市民支援センター 

講師 村松清一郎氏（公認指導員） 
費用 200円※会員100円
 ターゲットバードゴルフ 
日時 毎週水曜・金曜日13:00～16:00 
会場 平山台健康・市民支援センター 
講師 多賀谷忠之氏（公認指導員） 
費用 300円※会員150円

市民体育大会� 1003171ID

 陸上競技 
日時 10月5日㈯8:30から※予備日10
月12日㈯ 会場 市民陸上競技場 種目 
一般男子・一般女子100㍍、走り高跳
び、走り幅跳び、砲丸投げなど 対象 
小学5年生以上の市内在住・在勤・在
学者 費用 500円※小学生200円、中学
生300円 申込 9月5日㈭～13日㈮17:00

（必着）までに日野市陸上競技協会
（  hino@jaaf.info）へエントリー
シート（日野市体育協会 HP から 
ダウンロード  可）をEメールで※市内小・
中学校在学者は原則学校単位で申し
込みを 問 日野市体育協会事務局（☎
582-5770）
 柔道競技 
日時 10月13日㈰9:30から 会場 市民の
森ふれあいホール 対象 市内在住・在
学の柔道経験のある小・中学生 費用 
1,000円 申込 9月27日㈮17:00までに
市民陸上競技場内日野市体育協会事
務局へ申込書（市役所3階文化スポー
ツ課、陸上競技場、南平体育館にあ
り）を持参 問 日野市柔道連盟（生沼
☎090-3694-7152）
 硬式テニス競技（シングルス） 
日程 10月27日～11月24日の毎週日曜
日・祝日 会場 多摩平第一公園テニス
コートなど 種目 小学～高校生・一般
の男女、壮年男子（45歳以上）、男子

グランドベテラン（60歳以上）、女子
ベテラン（55歳以上） 対象 市内在住・
在勤・在学者、日野市テニス協会加
盟団体員 費用 1人1,000円 申込 9月7日
㈯・10日㈫・15日㈰のいずれか13:00
～16:00に多摩平中央公園地区セン
ターへ申込書（日野市体育協会 HP か
ら ダウンロード  可）と参加費、参加資格
を証明するものを持参 問 日野市テ
ニス協会（稲葉☎090-4746-5708  
horse527@jcom.zaq.ne.jp）

ミニユニバーサルスポーツ～
障害のある方もない方も一緒
にスポーツを楽しみませんか
� 1012343ID

日時 9月28日㈯9:00～11:30 会場 南平
体育館 種目 ハンドロウル、ボッチ
ャなど その他 手話通訳あり 申込 9月
17日㈫までに電話 問 文化スポーツ
課（☎514-8465）

みんなといっしょの運動会～
参加者・ボランティア募集�
� 1011917ID

　パラリンピック競技の車いすラグ
ビーの選手を招き、障害のある人も
ない人も、スポーツを通して楽しい
時間を過ごします。
日時 10月6日㈰10:00～15:00 会場 市
民の森ふれあいホール 内容 ラジオ
体操、大玉転がし、綱引き、玉入れ、
パン食い競争、車いすラグビーの体
験イベントなど※現役選手も登場予
定 対象 市内在住・在勤・在学者※
市外の方も可 申込 9月30日㈪までに
電話 問 日野市ボランティアセンタ
ー（☎582-2318）

　パーキンソン病などの疾患の方や、最近転びやすくなったと感じる方
のための相談会を開催します。日常生活で不安や心配のある方はぜひご
参加ください。
日時 10月3日㈭14:00～16:00 会場 多摩平の森ふれあい館 内容 専門の医師
による簡単な検査や診察、相談（30分程度）。すくみ足や歩行不安定な方
は、在宅訓練の相談など 対象 パーキンソン病やパーキンソン症候群、
脊髄小脳変性症、アルツハイマー病などの疾患の方や、転びやすくなっ
たと感じる方 定員 申込制で先着12人 申込 9月2日㈪からNPO法人愛隣
舎へ電話またはファクス 問 同施設（☎586-9051※平日9:00～18:00 FAX 
514-8144）、市在宅療養支援課（514-8189）

　昭和の七生地域をつないでいた「盆踊り大会」が七生中地区内のさまざ
まな地域団体により新しい形で復活しました。盆踊りをアレンジしたＢ
ＯＮダンス、飲食店など約30のお店が出店します。
日時 9月14日㈯16:00～20:00※荒天中止 会場 南平体育館および駐車場※
一部交通規制あり。雨天時は体育館内 問 七生中地区アクションプラン
実行委員会（和田☎090-8178-1794）、市地域協働課（☎581-4112）

1012224ID神経難病療養相談会
七生中地区アクションプラン
～ななおＢＯＮまつり

1012262ID
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