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催
し

gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、FAX、
　メール　で。住所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯
 

募集科目 ①はじめてのＣＡＤ製図②
第三種電気主任技術者科目合格対策
（機械）③介護従事者のための介護
記録作成④ビッグデータ分析
（Excel）⑤第二種電気工事士（実
技）受験対策⑥データベース
（Access）マクロ／VBA入門
対象 在職中の都内在住・在勤者
受講料 ①、③～⑥６,５００円②３,２００円
会場・問 多摩職業能力開発センター
府中校人材育成プラザ（緯０４２－３６７
－８２０４※月曜日休業）
 

日時 ３/１４㈪・１５㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 ロシニョールパン、お楽しみメ
ニュー
定員 各日先着１０人
費用 ２,０００円
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７）
 

 

　障害者と健常者がスポーツを一緒
に楽しみ、相互理解を深めます。
日時 ３/８㈫１４：００～１６：００
会場 市民の森ふれあいホール※直接
会場へ
講師 東京ヴェルディ１９６９フットボ
ールクラブ㈱
対象 行き帰りが自力で行える小学生
以上の市内在住・在勤・在学者
定員 ２０人
問 文化スポーツ課　代表緯
 

▶初心者のためのドル平こども水泳
教室 
日程 水曜日コース…４/６～５/１８※
５/４は休み、木曜日コース…４/７
～５/１９※５/５は休み　時間　Ⓐ１６：００
～１７：００Ⓑ１７：００～１８：００　対象　水慣れ
はしているが泳げない小学生　定員　

キャリアアップ講習参加者募集

日野産農産物を使った手作り
パン教室

スポーツ
障害者スポーツ体験教室

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

問 ひの・まちの生ごみを考える会
（佐藤緯５９４－０７４５）
 

日時 ３/２２㈫１７：１５～２０：００
会場 イオンモール多摩平の森イオン
ホール
内容 日野市の防災に対する取り組み
についての提言、懇親会
講師 杉渕武氏（神奈川県藤沢市防災
専任研究員）
定員 ５０人
費用 懇親会参加者のみ５００円
申 日野団塊世代広場（思８４３－８７２３
死info@dsedai.com）へ電話、FAX、
　メール　で。氏名、連絡先、懇親会参加
希望の有無を記入
問 同広場（緯８４３－８７２３※火曜・土
曜日１０：００～１４：００）、市企画調整課　
代表緯　
 

日時 ３/２７㈰１０：００～１２：００
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 養育費相談支援センター主任相
談員、元家庭裁判所調査官
その他 おおむね１歳６カ月～未就学
児の保育あり（人数制限あり）。３/１５
㈫までに申し込み
申 セーフティネットコールセンタ
ー（死s-net@city.hino.lg.jp）へ電話
または　メール　で。氏名、連絡先を記
入
問 セーフティネットコールセンタ
ー　代表緯
 

日時 ３/１７㈭１８：００～２０：００
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 自力でホームページやブログ、
SNSを運用するワザの紹介、経営と
WEB活用、インターネットの動向
とリサーチ技法など
講師 竹内幸次氏（㈱スプラム代表取
締役）
対象 創業予定の方、事業所・企業の
経営者・担当者
定員 申込制で先着２０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 

日野団塊世代広場～講演会
「防災！自治体に何を要望し、
何が実現可能か」

ひとり親支援セミナー「養育
費・面会交流について」

ビジネスセミナー～実践WEB
マーケティング成功のポイント

 

 

募集期間 ３/９㈬まで
募集校・問 同センター（昭島市）（緯
０４２－５００－８７００）、八王子校（緯０４２－
６２２－８２０１）、府中校（緯０４２－３６７－
８２０１）
 

日時 ３/１０㈭・２４㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階正面玄関付近
問 産業振興課　代表緯
 

資源回収（びん、缶、新聞紙、雑誌、
古布、段ボール、牛乳パック、ペッ
トボトル）…　日時　１０㈭・２４㈭１３：００
～１５：００　その他　資源回収は３月で終
了します　問　市民自治学園ＯＢ会（緯
５９２－１２５８）
手作り石けん販売…　日時　１０㈭１３：００
～１４：００　問　第一生活学校（緯５８１－
０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

日時 ３/１３㈰１４：００～１８：００
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 ①自分のアイデアを商品にした
創業体験談②ものづくり支援制度紹
介③情報交換会
パネラー 池成姫氏（㈱COAROO代
表取締役）、濱田隆史氏（ギフトテン
インダストリ㈱代表取締役）、大場
順二氏（（公財）東京都中小企業振興
公社）
対象 創業予定の方、ものづくり事業
者
定員 申込制で先着３０人
申 産業振興課（思５８３－４４８３死san 
gyo@city.hino.lg.jp）へ電話、FAX、
　メール　で。住所、氏名、電話番号を記入
問 産業振興課　代表緯

生活・環境
都立多摩職業能力開発センター
（昭島市）、八王子校、府中校～４
月入校職業訓練生追加募集

七ツ塚ファーマーズセンター
の物販コーナー「みのり處（ど
ころ）」臨時出店

リサイクル情報（３月）

ゼロからのものづくりサポー
トセミナー

 

日時 ３/１３㈰９：００～１２：００
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 ３/３㈭から電話
会場・問 日野消防署（緯５８１－０１１９）
 

日時 ３/１３㈰①１０：００～１１：００②１１：００
～１２：００※雨天中止
会場 日野市ドッグラン
講師 久保木直美氏（ジャパンケンネ
ルクラブ公認訓練士）
対象 市内在住者と飼い犬
定員 各回１０組※申込多数の場合は抽
選
その他 首輪およびリード着用※ロン
グ・伸縮リード不可
申 ３/８㈫までに〒１９１－００４１南平
２－８－５ひのワンパークの会・川
島方わんわん教室へ　往復はがき　で。往
信用裏面に住所、氏名、電話番号、
希望時間、犬種、雄雌、歳、愛称、
悩み・相談事を、返信用表面に住所、
氏名を記入
問 環境保全課　代表緯
 

日時 ①３/８㈫面接会１３：００～１５：３０、
セミナー１０：００～１２：００②３/３㈭セ
ミナー１４：００～１６：００
会場 ①立川商工会議所②福祉支援セ
ンター
定員 申込制で先着各３０人（セミナー）
その他 講座多数あり。詳細は、しご
とセンター多摩 参照
問 しごとセンター多摩（緯０４２－３２９
－４５２４）
 

日時 ３/１９㈯１３：３０～１６：００
会場 中央福祉センター※直接会場へ
講師 服部美佐子氏（環境ジャーナリ
スト）
その他 託児あり

普通救命講習

わんわん教室～犬のしつけ

東京しごとセンター多摩の就業
支援「（おおむね５５歳以上対象）
書類選考なし参加企業１０社合同
就職面接会＆対策セミナー」

　
HP

日の出町埋め立て処分場問題
から約２０年～講演会「生ごみ
リサイクル率９０％以上の韓国
とドイツに学ぶごみ減量」

催
し

各１５人　費用　９,０００円※入場料別途　申　
３/１４㈪（必着）までに〒１９１－００２１
石田１－１１－１東部会館温水プール
へ　はがき　で。氏名、希望曜日および
時間、学校、学年、住所、電話番号、
泳力を記入※３/２３㈬以降に抽選結
果通知
▶新１年生集まれ！２日間水あそび
教室 
日時 ３/３１㈭・４/１㈮１５：００～１６：３０　
対象　新小学１年生　定員　申込制で先
着１０人　費用　３,５００円※入場料別途　申　
３/１８㈮までに電話
▶体に負担をかけない水中での歩き
方のコツ～無料水中ウオーキングア
ドバイス 
日時 ３/４㈮１１：００～１１：３０　その他　直

接プールサイドへ。入場料別途
▶楽に長く泳ぎたい方・より速く泳
ぎたい方向け～無料スイミングアド
バイス 
日時 ３/４㈮１１：３０～１２：００　その他　直
接プールサイドへ。入場料別途
 

　カーリングを床上で楽しめるよう
に工夫したスポーツです。
日時 ３/１２㈯９：００～１２：００
会場 市民の森ふれあいホール
費用 ５００円
持ち物 上履き
申 ３/７㈪までに電話
問 文化スポーツ課　代表緯

日野市生まれのニュースポ－ツ
～ハンドロウル大会参加者募集

■日野スポーツスクール
対象者※４募集人数※３実施曜日・時間※２種目

小学４年～中学生３０１８：３０～２０：３０
月曜日

卓球
中学生以上５０１８：３０～１９：３０ジョギング（陸上）
小学４年～中学生４０１８：３０～２０：３０

水曜日
バドミントン

小・中学生３０

１８：００～２０：００

少林寺拳法※１
小学４年生以上３０木曜日ボクシング
小・中学生４０

金曜日
ビーチボール

小学生以上

３０剣道※１
５０

土曜日
空手道※１

３０テコンドー※１
５０バレーボール

※１　保護者同伴で、幼児の参加可　　　　※３　先着順
※２　年末年始や大会開催時などを除く　　※４　市内在住・在勤・在学者対象

　子供の体力向上、市民の健康増進のため、市民の森ふれあいホール
などで実施する「日野スポーツスクール」の参加者を募集します。
日時・内容・対象　下表の通り
会場　市民の森ふれあいホール※ジョギング（陸上）のみ市民陸上競技場
教室参加費　２００円（毎回）※中学生以下・６５歳以上１００円
年会費（保険料）　１,８５０円※中学生以下１,４５０円、６５歳以上１,２００円
その他　申し込みが１０人未満の種目は中止
申　３/１２㈯～２１（振休）に所定の用紙（市民陸上競技場、市民の森ふれあい
ホールにあり。市 から　ダウンロード　可）に必要事項を記入し、日野本町７
－１２－１市民陸上競技場内日野市体育協会へ会費を添えて持参※中学
生以下の申し込みは保護者の同意（押印）が必要
問　文化スポーツ課　代表☎

　
HP

平成
２８年度

日野スポーツスクール
参 加 者 募 集
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