
　ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）は携帯電
話やスマートフォン、パソコンなどを利用して、登録した利用
者同士が交流できるインターネット上のサービスです。代表
的なＳＮＳにはツイッター、ＬＩＮＥ、フェイスブックなどが
あり、近年若者から高齢者まで利用されています。ＳＮＳの出
会いを使って高額なセミナーやマルチ商法へ勧誘する事例や、
ＳＮＳ上の広告を使って投資などを勧誘するといったさまざま
な手口が増えています。
 ▼事例1 
　ＳＮＳに友達登録をしてきた人から、動画配信で収入を得
る方法についてアドバイスを受けていた。その後会わないか
と言われ、友人が増えると思い会いに行ったところ、動画配
信サイトに詳しい人がいるから話を聞きに行こうと誘われ
た。マンションの一室に案内され、説明者から「セミナーを
受講すれば登録者数が増える。40万円支払ってほしい」と言
われた。「お金がない」と断ったが「みんなローンを組んで契
約している。セミナーを受講すればローンはすぐに返済でき
る」と聞かされ契約した。
 ▼事例2 
　ＳＮＳの「株の投資でもうけよう。ＡＩ(人工知能)が自動
的にシミュレーションした値上がり株の情報を提供できる」

という広告を見て、情報料金2万円を支払った。後日、イン
ターネットで調べたところ、投資助言・代理業を行うには、
金融商品取引法に基づく登録を受ける必要があるが、登録
を受けていない業者だった。
 ▼アドバイス 
　ＳＮＳで何度もやり取りをしていると、相手の事を親し
い友人のように思い込んでしまいますが、実体は分かりま
せん。いつの間にか、ＳＮＳで出会った人や業者と連絡が
取れなくなる場合があり、結局、高額な借金だけが残って
しまいます。不審な場合は、ハッキリと断りましょう。

● ＳＮＳで親しくなった人
や、見知らぬ人からの｢会い
ましょう｣という誘いには
ご注意ください。

● 「簡単に高額収入を得られ
る」「必ずもうかる」などの
うまい話には必ず裏があり
ます。信用しないようにし
ましょう。うまい話はあり
ません。

「ＳＮＳ」をきっかけとしたもうけ話のセミナーや投資情報サービスなどにご注意ください！
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消費生活
　センターから

日野市消費生活センター
（☎581-3556※土曜・日曜日、祝日を除く9:30
～12:00、13:00～16:00）
消費者ホットライン（☎1

イヤヤ
88）

消費者庁イラスト集より

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 9月11日㈮14:00から
会場 生活・保健センター
定員 申込制で先着8人
申込 電話※原則事前申し込み。当
日受け付け可
問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

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ホームページビルダーに
よるホームページ作成③確定申告の
書類作成④インバータ技術によるモ
ーター制御（2）
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 ①15人②③7人④6人
費用 各6,500円
申込 9月10日㈭（必着）まで
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）

日野市共催～第4回合同企業
説明会in八王子 1003501ID

　多摩地域の新卒者などを対象に、
2部制で合同説明会を実施します。
　詳細はお問い合わせください。
日時 9月15日㈫第1部…10:00～12:30、
第2部…14:00～16:30
会場 京王プラザホテル八王子
対象 令和3年3月に大学院・大学・短
大・高専・専修学校を卒業予定の学
生および就職活動を行っている既卒
3年以内の方

定員 各部70人
問 東京しごとセンター多摩（☎042-
329-4510）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（9月） 1003501ID

内容 女性対象・すぐ使える！役に立
つ！女性のための再就職支援セミナ
ー＆個別相談会（東村山市会場）、29
歳以下対象・若者と企業の交流会（八
王子市会場）など多数
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）

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

1015191ID

日時 10月7日㈬～9日㈮10:15～16:15
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 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3日間連続受
講が可能な方※受講には八王子しご
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
その他 10月7日時点で生後3カ月～未
就学児先着5人の保育あり※9月25日
㈮までに申し込み
申込 9月1日㈫から電話
問 八王子しごと情報館マザーズコー
ナー（☎042-680-8403）

普通救命講習 1002423ID

日時 9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 1,500円（テキスト代）
申込 9月1日㈫から電話
問 日野消防署（☎581-0119）

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 1013734ID

日時 9月20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
問 男女平等課（☎584-2733）

健康
医師によるまちの在宅医療相
談会 1014469ID

　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
を開催します。現在入院中で自宅へ
戻り医療を受けることを検討中、現
在療養中でなるべく自宅での最期を
考えているがどう進めてよいか分か
らない、または今は元気だが今後、
在宅医療を検討中の方はご相談くだ
さい。介護職も同席します。
日時 9月30日㈬14:00～16:00
会場 福祉支援センター
対象 在宅医療・自宅でのみとりを
お考えの方
定員 申込制で先着4人
申込 9月3日㈭～23日㈬8:30～17:15に
電話※土曜・日曜日、祝日を除く。
申し込みの際に状況を確認します

問 在宅療養支援課（☎514-8189）

趣味・教養
平山台文化スポーツクラブから

1003186ID
問同クラブ（☎506-9979）

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
 ノルディックウオーキング 
日時 9月19日㈯9:30～12:00
講師 朝倉知子氏（公認上級指導員）
費用 300円※会員150円
 樹脂粘土教室 
日時 毎月第1水曜日13:30～15:30
内容 樹脂粘土で花・人形・盆栽を作
る
講師 天野敏子氏（樹脂粘土アート主
宰）
費用 1,000円（材料費含む）※会員900
円
 書道教室 
日時 毎月第2・第4月曜日14:00～16:00
講師 赤利翠信氏（翠信会主宰）
費用 700円※会員600円
　いずれも 会場 平山台健康・市民

支援センター

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 9月12日㈯15:00～16:30※直接会
場へ
会場 多摩平の森ふれあい館
対象 ひとり親で子育て中の方
問 地域子ども家庭支援センター多摩
平「はぴはぴ」（☎589-1260）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ 1011846ID

日時 9月27日㈰15:00～16:00
対象 生後3～5カ月の乳児と保護者
定員 申込制で先着6組※初めての方
優先
申込 9月16日㈬10:00から電話
会場・問  地域子ども家庭支援センタ
ー万願寺（☎586-1312）

日程 内容 講師

10月10日㈯ オリエンテーション、経営・事
業構想

浅川絢子氏（（一社）ビジネスシー
ド代表）

10月17日㈯ マーケティング・販売戦略 山下雅弘氏（（一社）Herstory代
表理事）

10月31日㈯ 財務・会計・事業開始の手続き 佐藤浩崇氏（佐藤浩崇税理士事務
所代表）

11月7日㈯
資金調達、事業計画書の作り方 多摩信用金庫創業支援担当

人材活用 佐藤昌義氏（HRコンサルティン
グ㈱代表取締役）

11月14日㈯
ビジネスコミュニケーション・
プレゼンテーション

大神賀世子氏（㈱ビーキャリアコ
ンサルティング）

ビジネスプラン中間発表

11月28日㈯ ビジネスプラン発表会 浅川絢子氏、山下雅弘氏、市産
業振興課職員

1015180ID 問 産業振興課（☎514-8442）
　創業に必要な知識の習得と人脈を構築し、実践的なビジネスプランの作
成を目指します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により中止または
延期、オンライン開催に変更する場合があります。ご了承ください。
日程・内容・講師 下表の通り 時間 いずれも13:00～17:00 会場 PlanT（多摩平の
森産業連携センター） 定員 申込制で先着12人 費用 5,000円（全6回） その他
Zoomを使用予定 申込 市産業振興課へ電話またはたましん HP  受付フォー
ムから

第11期 日野市創業スクール開講
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