
その他 詳細は問い合わせを 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)

東京しごとセンター多摩の
就業支援（２月）

　「全年齢対象、合同就職面接会（国
分寺市会場）」「２9歳以下対象、若者・
中小企業交流会（八王子市会場）」ほ
か多数あります。
　詳細はしごとセンター多摩HP参照
問 しごとセンター多摩(☎04２-３２9- 

45２4)

祉支援センター ２階 問 ナイスワー
ク高幡(☎59３-5991)

キャリアアップ講習
募集科目 ①Ｅｘｅｌ（関数活用編）②
第三種電気主任技術者科目合格対策

（電力）③データベース（Ａｃｃｅｓｓ初
級）④高年齢者のためのビル管理技術
者受験対策⑤第二種電気工事士（学
科）受験対策 対象 都内在住・在勤で
中小企業に在職中（派遣・契約社員、
パートを含む）の方 定員 ①③２5人②
④⑤40人※申込多数の場合は抽選）
受講料 ① ③6,500円 ② ④ ⑤1,600円

ョップ ( FAX0３-5２８３-３３7２、 con
tact@m-workshop.co.jp）へ FAX
またはメールで。住所、氏名、メー
ルアドレス、起業してやりたいこと
を記入 問 マネジメント・ワークシ
ョップ ( ☎0３-5２８３-３３71)、市都市
農業振興課（☎514-８447）

農業後継者とふれあい交流会
～参加女性募集

　日野市、多摩市、稲城市、八王子市、
町田市の農業を営む独身男性（２0～50
歳代）と交流を持ちませんか。
日時 ２／２5㈯10:３0～16:00 会場 ＪＡ
東京第1ビル(立川市) 内容 都内産
の農畜産物をたっぷり使った「とう
きょうアグリ鍋」を食べながら楽し
く交流 対象 ２0～40歳代の独身女性
※学生不可 定員 ２0人※申込多数の
場合は抽選 費用 ２,000円 申込 ２/1３
㈪ ま で に Ｊ Ａ 東 京 み な み ( 
noukon@ja-tm.or.jp）へ メ ー ル。
氏名、連絡先を記入 問 ＪＡ東京み
なみ ( ☎594-1011）、市都市農業振
興課（☎514-８447）

日野消防署で普通救命講習
日時 ２／２6㈰ 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
講師 消防署職員 定員 申込制で先着

10人 費用 1,400円（テキスト代） 申込
２／３㈮から電話 問 日野消防署（☎
5８1-0119）

普通救急救命講習会
日時 ３／1８㈯ ・19㈰1３:00～16:00 会場
市民陸上競技場会議室 内容 心肺蘇
生、ＡＥＤの使い方、応急手当 対象
中学生以上の市内在住・在勤・在学
者で初めて受講する方※親子で参加
可。中学生は要保護者の同意 定員
申込制で各日先着15人 申込 ２／３㈮
9:00～２0㈪に電話 問 文化スポーツ
課(☎514-８465)

ナイスワーク高幡で仕事探し
　ナイスワーク高幡は、市とハロー
ワーク八王子が共同運営する職業相
談室で、ハローワークと同じ求人情
報がパソコンで検索できます。ぜひ
ご利用ください。
利用時間 9:00～17:00※土曜 ・ 日曜
日、 祝日、 年末年始を除く 会場 福

子供・保護者向け
地域の親子と子育てサーク
ルの交流会「みんなで子育て
一緒にあそぼう！」
日時 ２／２4㈮10:00～11:３0 会場 市 民
の森ふれあいホール※直接会場へ
内容 親子で遊ぼうコーナー（トン
ネル遊び、フラフープ、ボール遊び、
玉入れなど）、お楽しみタイム 対象
乳幼児と保護者 問 地域子ども家庭
支援センター万願寺（☎5８6-1３1２）、
地域子ども家庭支援センター多摩平

（☎5８9-1２60）

生活・環境
今月の農あるまち日野～七ツ
塚ファーマーズセンター

「みのり處」出張販売

日時 ２／9㈭ ・２３㈭1２:00～1３:00 会場

市役所1階正面玄関付近 問 都市農
業振興課（☎514-８447）

手作り石けん販売
日時 ２／9㈭1３:00～14:00※ 完 売 終
了｡ 降雪、 残雪の場合は中止 会場
生活・保健センター前庭 問 日野第
一生活学校（☎5８1-0２65）

パートタイム就職支援セミナー
日時 ２／10㈮10:00～1２:00 会場 勤労・
青年会館 内容 求人票のチェックポ
イント、応募書類の作成ポイント、
面接のポイント、知っておきたいパ
ートタイム労働法、自分自身の再発
見、就職へのプラン作り 講師 ナイ
スワーク高幡職員 対象 パートタイ
ムで就職を希望している方 定員 申
込制で先着３0人 問 ナイスワーク高
幡(☎59３-5991)

障害者のためのイベント～映
画鑑賞会「ウォーリー」
日時 ２／10㈮9:55～11:３0 対象 身体(車
いす可)・知的・精神障害の方、ボラ
ンティア 申込 ２/３㈮～9㈭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）

日野産農産物を使った手作り
パン教室
日時 ２／1３㈪ ・14㈫10:３0～1３:３0 会場
七ツ塚ファーマーズセンタ－メニュー

ハートブレッドなど 定員 各日先着10
人 費用 ２,３00円 申込 ラ・リュンヌ（竹
内☎090-7２８4-1947）へ電話 問 都市
農業振興課(☎514-８447)

日野市障害者訪問学級制度
説明会および講演会

　一人で外出することが困難な市内
在住の障害者に学習の機会を保障す
るため、講師を派遣しています。こ
の事業の紹介と障害者理解を深める
ため、説明会と講演会を開催します。
ぜひご参加ください。なお、事業を
お手伝いいただくスタッフも随時募
集しています。
日時 ２／19㈰9:３0～11:３0 会場 生活・
保健センター※直接会場へ 内容「障
害者と共に生きられるまち」…障害
者を講師にお招きし実情を学ぶ 問
生涯学習課(☎514-８765)

はじめてのスマホ体験教室
会場 ２/２0㈪①9:00から②11:00から③
14:00から※いずれも1時間 定員 申込
制で先着15人 費用 1回500円（テキス
ト代） その他 スマホは教室で用意し
ます申込 ２／6㈪８:３0から電話 会場・問
シルバー人材センター（☎5８1-８171）

きりひらけ！自分。～若者就
職面接会
日時 ２／２4㈮1３:00～16:00 会場 八王
子市学園都市センター※直接会場へ
対象 ３5歳未満の正社員を希望して

いる方 持ち物 履歴書（写真貼付）を
複数 問 ハローワーク八王子 ( ☎
04２-64８-８6３4)

日野でちょこっと起業！～女
性起業セミナー atファーマ
ーズセンター

　いつかは日野を拠点に、何かをやり
たいという女性のために、一緒に考え、
刺激しあえる人脈作りをお手伝いしま
す。セミナー終了後、起業するため
の「知識」もしっかり勉強します。
日時 ２／２5㈯、 ３／4㈯9:３0～16:３0 会場
七ツ塚ファーマーズセンター 講師
溝口暁美氏（中小企業診断士）対象
市内在住、在勤の女性または日野市
で起業を考えている女性 定員 申込
制で先着２0人※申込多数の場合は抽
選 費用 ３,000円（テキスト代）申込
２/２0㈪までマネジメント・ワークシ

もうすぐ締切！もうすぐ締切！歳の鬼あし
多摩川ランニング参加者募集
開催日 5／14㈰ 対象 大会当日満1８歳以上で、制限時間（50㌔は7時間、２0㌔

は6時間）以内に完走できる走力を有する方 参加費 50㌔の部…一般5,000
円、市民4,000円、２0㌔の部…一般３,000円、市民２,000円
申込 ２/15㈬までに下記の方法で
申し込み
①インターネット（ランティスHP
・スポーツエントリーHP） 
② ☎0570-550-８46※ 平 日10:00～
17:３0 
③FAX01２0-３7-８4３4※ランニングマ
ガジン「クリール」申込用紙使用 
④Famiポート（全国のファミリー
マート内設置）サービスメニュー
から
問 文化スポーツ課(☎514-８46２)

コニカミノルタ陸上競技部
“ 第61回全日本実業団対抗駅伝競走大会” に出場！

　1/1に開催された実業団日本一の駅伝チームを決める「第61回全日本実業団対抗駅
伝競走大会（ ニューイヤー駅伝） 」で市内に活動の拠点を置くコニカミノルタ陸上競
技部が出場しました。今回は総合5位でしたが、今後も選手の皆さまを引き続き応援
しましょう。

市内在住の金
かなも り

森豪
ごう

さんが第16回全国障害者スポーツ大会で活躍

　10/22～24に岩手県で行われた全国障害者スポーツ大会（ 希望郷いわて大会） で、市
内在住の金森豪さんが陸上競技100ｍで13秒15で1位に、200ｍは28秒25で3位となりま
した。12/12に金森さんが市長を訪問し活躍を報告、顕彰を行いました。
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