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生活・環境

商店会どっと混む! 〜商店会
を応援しよう� 1009729ID

豊田駅北口西通り商店会フェス in  
Autumn 日時 11月2日㈯11:00～17:
00※雨天中止 会場 同商店会 内容 い
ろいろなお店のメニューを楽しむ 
問 新井（☎582-5588）

正社員を目指している方必見
〜八王子・日野就職面接会

1010271ID

日時 11月15日㈮13:30～16:00 会場 東
急スクエア（八王子市）※直接会場へ 
対象 八王子市または日野市で正社員
を希望している方 持ち物 ハローワー
クの紹介状、履歴書※写真貼付。面
接希望企業数分 問 ハローワーク八
王子（☎042-648-8634）

保育園で働きたい方向け採用
説明会・面接会〜保育のしごと
就職フェア2019 1010412ID

日時 11月16日㈯13:00～15:30※受け
付けは15:00まで 会場 イオンモール
多摩平の森イオンホール※直接会場
へ 対象 保育士、保育補助、栄養士な
ど 持ち物 履歴書 その他 複数の園に

エントリー可 問 保育課（☎514-8638）

虹友カフェ〜LGBTとその家
族・友人のためのコミュニ
ティースペース� 1011381ID

日時 11月17日㈰13:30～16:00※入退
室自由 会場 多摩平の森ふれあい館
※直接会場へ 対象 本人、親族、支
援者 その他 茶菓子あり 問 男女平等
課（☎584-2733）

①②認知症サポーター養成講
座③ステップアップ講座

1003585ID

日時 ①11月20日㈬14:00～15:30②30
日㈯13:30～15:00③15:15～16:00  会場
①百草図書館②③豊かな里（豊田）※
公共交通機関で来場を 対象 ③は養
成講座修了者 定員 申込制で先着①
20人②③10人 申込 電話 問 ①地域包
括支援センターもぐさ（☎599-0536）
②③地域包括支援センターいきいき
タウン（☎585-7071）

自然観察会〜紅葉のはじまっ
た南平丘陵公園を訪ねよう

1007973ID

日程 11月23日㈷※雨天中止 集合 9:30
南平駅前、12:30高幡不動尊解散 案内
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 11月22日㈮までに電

話 問 緑と清流課（☎514-8307）

普通救命講習� 1002423ID

日時 11月24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 11月1日㈮から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

キャリアアップ講習11月募集
科目� 1008142ID

　詳細はお問い合わせください。
募集科目 ①第三種電気主任技術者入
門②シーケンサ（1）（2）③Excel VBA
（初級） 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 ①50人②15人
③30人 費用 ①1,600円②13,000円③
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）

ファミリー・サポート・セン
ター養成講座〜会員交流会�

1010367ID

日時 12月6日㈮13:00～16:45 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 ①SDGsっ
て何だろう～持続できる社会の実現
と市の取り組み②保育活動に役立つ
手遊び 講師 ①市企画経営課主幹②
渡辺さち氏・池田愛実氏（いずれも栄

光多摩平の森保育園保育士） 費用
300円（茶菓子代） 申込 11月22日㈮ま
でに電話 その他 保育希望の方は問い
合わせを 問 ファミリー・サポート・
センターたまだいら（☎589-7616）

駐車場監視員資格者講習
　申込方法など詳細は警視庁 HP を
ご覧ください。
日程・内容  令和2年1月20日㈪・21日㈫
…講習、27日㈪…考査  会場 東京ビッ
グサイト（江東区） 定員 400人 費用
20,000円 申込期間 11月5日 ㈫～29日
㈮ 問 警視庁放置駐車対策センター

（☎03-3581-4321）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（11月）�� 1003501ID

内容 29歳以下対象・若者と企業の交
流会（国分寺市会場）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）

日野市ひきこもり対策支援事業
〜家族のつどい� 1003312ID

日時 11月23日㈷14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 同じ境遇
にある家族と情報交換 対象 ひきこ
もりなどの状態にある家族を持つ方 
定員 申込制で先着10人 申込 11月22
日㈮までに電話または市役所2階セ

ーフティネットコールセンターへ 
問 同センター（☎514-8542）

子ども・保護者向け
みんなで話そう〜シングルマ
マ・パパの集い� 1008504ID

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか。お子さまも一緒に参加
できます。
日時 11月24日㈰15:00～16:30 会場 地
域子ども家庭支援センター万願寺※
直接会場へ 問 同センター万願寺（☎
586-1312）

働いている妊婦さんのママ・
パパクラス〜休日栄養コース

1011455ID

日時 11月30日㈯10:00～11:30 会場 生
活・保健センター 内容 食生活につい
て 対象 平日コースの参加が困難な方 
定員 申込制で先着20組 申込 11月5日
㈫から電話 問 健康課（☎581-4111）

家庭教育学級講演会〜スマホ
時代の子どもたち

1012802ID

日時 12月1日㈰10:00～11:40 会場 七
生公会堂※直接会場へ 内容 子ども
のネット・スマホ利用について保護
者が理解することや関わり方 講師

脇田恒志氏（㈱ベネフル総合研究所） 
対象 小・中学生の保護者、興味のある
方 定員 300人 その他 手話通訳あり。
1歳～未就学児先着4人の保育あり※
11月1日㈮～8日㈮に申し込み 問 生
涯学習課（☎514-8765）

日野市・八王子市共同事業〜
多摩・島しょ子ども体験塾た
にぞうファミリーコンサート

1010516ID

　幼稚園・保育園・小学校を中心に歌
とダンスが大人気の「ヒノソング」。
作者である「たにぞう」こと谷口國博
さんによるファミリーコンサート（2
回公演）の参加者を募集します。
日時 令和2年2月9日㈰13:00～14:30、
16:00～17:30 会場 ひの煉瓦ホール
（市民会館） 対象 18歳以下の日野市・
八王子市在住・在学者と保護者※小
学生以下は保護者同伴 定員 各回
1,000人※申込多数の場合は抽選 
費用 1席500円 申込 11月21日㈭（消印
有効）までに〒191-0043平山3-26-3
ひらやま児童館へ 往復はがき  で（1通5
人まで）。往信用裏面に参加者全員
の氏名、年齢、代表者の電話番号、
座席数（5席まで）を、返信用表面に
住所、氏名を記入 問 子育て課（☎51
4-8636）

二中地区アクションプラン
多摩平の紅葉と懐かしの商店街を巡る秋のブランニング

1012462ID

　在宅医療や在宅みとりをお考
えの方に在宅診療医などによる
個別相談を実施します。
　「在宅で医療を受けたい」「自
宅でみとりたい」「老老介護な
どで通院が難しく医師に訪問し
てもらいたい」など、在宅医療
のさまざまな悩みにお答えしま
す。市内の在宅診療医や医療職・
介護職などが対応します。
日時 12月5日㈭10:00～12:00 会場
マザアス多摩川苑（万願寺） 対象
在宅医療・在宅みとりを検討し
ている方 定員 申込制で先着4人 
申込 11月5日㈫～12月2日㈪に電
話※申込時に状況確認あり

問 在宅療養支援課（☎514-8189）

　介護の現場では、掃除、洗濯、買い物、食
事の準備などの生活援助や高齢者の心身の変
化、緊急時の対応などの研修を受講すること
で、資格がなくても安心して業務に従事する
ことができます。週₁日からの短時間でも働
くことができます。
　市では、資格がない方でも安心して介護に
従事できるよう基本的な研修を実施します。
研修終了後のフォローアップ研修では、市内
の介護事業所の方から直接仕事の内容につい
て話を聞くことができます。
日時・内容 右表の通り 会場 市役所5階505会
議室 対象 介護の仕事に興味のある18歳以上
の方※学生除く 定員 申込制で先着50人 申込
11月5日㈫から電話または同社 HP から

問 ㈱ツクイスタッフ（☎0120-
802-108※9:00～18:00。土曜・
日曜日、祝日を除く）

問 地域協働課（☎581-4112）

1012586ID

1008669ID1₈歳以上の方募集！�あなたの力を介護に
資格がなくても介護の仕事に興味がある方へ

生活援助型スタッフ研修

医師による
まちの在宅医療相談会

日程 時間 内容

12月4日㈬
10:00～11:30

オリエンテーショ
ン・介護保険制度と
資格について

12:00～13:30 生活支援の基本

5日㈭
10:00～11:40 認知症と高齢者の心

身の特徴

12:10～13:30 尊厳の保持と権利擁
護

6日㈮

10:00～11:40 コミュニケーション
と接遇マナー

12:10～13:30
こんな時どうする？

（リスクマネジメン
ト）

9日㈪

10:00～11:00
フォローアップ研修
～介護のお仕事につ
いて

11:30～13:30
介護のお仕事相談、
個別相談会、修了式
など
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日程 11月23日㈷ 集合 10:00イオンモール多摩平の森豊田駅前交差点入り口側
費用 500円程度※軽食代は実費 申込 11月13日㈬～20日㈬に地域協働課（
ckyodo@city.hino.lg.jp）へ電話またはEメールで。氏名、年齢、連絡先を記入

　今回の地域懇談会はまちの魅力について話し合い
ます。住むきっかけ、住み続けている理由は人それ
ぞれ。みんなで語り合うことで、新たなまちの魅力
がきっと見つかります。そして、地域の良さに目を
向ければ、もっと地元を好きになります。
　皆さまの参加をお待ちしています。
日程・地区・会場 右表の通り 内容 自治会運営に役立つ情
報、地域活動の情報発信 対象 最近市に越してきた方、
地域デビューしたい方、まちの魅力・地域のことをも
っと知りたい方など 申込 各日程の2日前までに電話

みんなで創る地域の居場所

語ろう！探そう！あなたのまちの魅力
1012461ID問 地域協働課（☎581-4112）

■令和元年度第2回地域懇談会　日程
日程 地区 会場

11月30日㈯ 四中 四中食堂
七生中 七生中食堂

12月7日㈯ 三中 三中食堂
三沢中 三沢中食堂

12月14日㈯ 平山中 平山中食堂
二中 二中食堂

12月21日㈯
一中 一中食堂

大坂上中 新町交流セン
ター

令和元年度第₂回地域懇談会

※時間はいずれも上段…10:00～12:15、下
段…15:00～17:15
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