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生活・環境

日野産農産物を使った手作り
パン教室
日時 ２/5㈪・6㈫1₀:３₀～1３:３₀
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 スイートポテトパンなど
定員 申込制で各日先着1₀人
費用 ２,３₀₀円
申込 竹内（☎₀₉₀-₇２８4-1₉4₇）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-８44₇）

手作り石けん販売
日時 ２/８㈭1３:₀₀～14:₀₀※完売次第終
了。降雪・残雪時中止
会場 生活・保健センター前庭
問 日野第一生活学校（☎5８1-₀２65）

女性限定講座「傷ついた心の回
復をめざす講座～育った環境・
子どもへの暴力の影響」
日時 ２/1₇㈯1３:３₀～16:３₀
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
講師 Shiori氏（レジリエンスファシ

リテーター養成講座修了）など
費用 5₀₀円（資料代）
その他 1歳～未就学児の保育および
手話通訳あり※２/₇㈬までに電話
問 男女平等課（☎5８4-２₇３３）

今月の農あるまち日野「みの
り處」出張販売

日時 ２/８㈭・２２㈭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）

普通救命講習
日時 ２/1８㈰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、止血方法など
講師 日野消防署職員
定員 申込制で先着1₀人
費用 1,4₀₀円（テキスト代）
申込 ２/5㈪から電話

問 日野消防署（☎5８1-₀11₉）

ひとり親支援セミナー～これ
だけは知りたい！離婚をめぐる
法律知識

　離婚の手続きや、子供や金銭の問
題について、経験豊富な弁護士から
お話しいただきます。離婚を考えて
いる方、養育費や面会交流などでお
悩みの方、ご興味のある方、お気軽
にご参加ください。
日時 ２/２4㈯14:₀₀～16:₀₀
会場 多摩平の森ふれあい館
講師 中川端代氏（弁護士）
申込 セーフティネットコールセン
ター（ s-net@city.hino.lg.jp）へ
メールまたは電話※当日参加も可
その他 申込制でおおむね1歳6カ月
～未就学児先着4人の保育あり※
２/1３㈫までに申し込み
問 セーフティネットコールセンター

（☎514-８546）

ものづくりシンポジウム＠PlanT
日時 ２/２4㈯14:₀₀～1₇:₀₀
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）
内容 ものづくりにおけるデザイン

やビジネスモデルについての体験
談、パネルトーク
講師 中澤優子氏（㈱UPQ代表取締
役）、笠松慶子氏（首都大学東京シス
テムデザイン学部教授）
対象 創業予定の方、創業後間もない
方、ものづくり事業者
定員 申込制で先着３₀人
その他 1歳～未就学児の保育あり※
２/14㈬までに電話
申込 産 業 振 興 課（ FAX 5８３-44８３
sangyo@city.hino.lg.jp）へ 電 話、
FAXまたはメールで。住所、氏名、
電話番号を記入
問 産業振興課（☎514-８44２）

スポーツ
障害者スポーツ体験教室～参
加者・ボランティア募集
参加者募集
日時 ①２/1３㈫②２₇㈫いずれも14:₀₀
～16:₀₀
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
種目 ①サウンドテーブルテニス②
ボッチャ
講師 東京ヴェルディ㈱普及コーチ
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 各先着２₀人
ボランティア募集
内容 参加者補助・会場設営など
対象 1８歳以上の市内在住・在勤・在
学者
定員 各日若干人
その他 事業中のけがなどは市の包括
保険で対応
申込 開催前日までに電話
問 文化スポーツ課（☎514-８465）

ハンドロウル教室～カーリン
グを床上で行う屋内スポーツ
日時 ２/1３㈫・２₇㈫14:₀₀～16:₀₀
会場 市民の森ふれあいホール※直
接会場へ
講師 住友不動産エスフォルタ㈱職員
定員 先着15人
持ち物 上履き
問 文化スポーツ課（☎514-８465）

ジュニアスポーツ指導者講習会
～子供に対するラグビー指導
日時 ２/２4㈯14:₀₀～16:₀₀
会場 市民の森ふれあいホール
講師 日野自動車レッドドルフィン
ズスタッフ
対象 スポーツ指導者、保護者など
定員 先着1２₀人
申込 ２/1₇㈯1₇:₀₀までに日野市体育

協会（FAX 5８２-5₇₇₀ h-taikyo@keh.
biglobe.ne.jp）へ電話、FAXまたは
メールで。氏名を記入
問 日野市体育協会事務局（☎5８２-
5₇₇₀）

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）

はじめての水中ウオーキング
日時 ２/16㈮・２３㈮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 ２/８㈭までに電話
骨盤なめらか体操教室
日時 ２月の毎週土曜日11:₀₀～1２:₀₀
定員 申込制で先着1₀人
費用 5回5,4₀₀円のチケット購入制※
入場料別途

軟式野球審判講習会
日時 ２/２5㈰₉:₀₀～16:₀₀
会場・内容 実技（午前）…多摩川グラ
ウンド※雨天の場合は市役所5階5₀5
会議室、講義（午後）…市役所5階5₀5
会議室
講師 東京都軟式野球連盟技術指導員
対象 市内在住・在勤・在学者
申込 ２/₉㈮までに電話
問 文化スポーツ課（☎514-８465）

日野市社会福祉協議会・日野
市・（公財）東京しごと財団共催・
高年齢者の就職支援セミナー
～ ₅₅歳からの生き方×働き方
日時 ２/14㈬1３:３₀～16:₀₀
会場 生活・保健センター※車での
来場はご遠慮を
内容 働くこと、元気に生きること、
就活の知識、面接
講師 中村康雄氏（キャリアコンサル
タント・産業カウンセラー）
対象 おおむね55歳以上の方※内容
に関心のある方も可
定員 申込制で先着5₀人
申込 電話
問 しごとサポートひの（☎5８6-₉51₇）

八王子市・日野市の企業が１₅社
参加予定 ～正社員就職面接会
日時 ２/２２㈭1３:３₀～16:₀₀
会場 八王子市学園都市センター
対象 日野市または八王子市の企業

に正社員としての就職を希望してい
る方
問 ハローワーク八王子（☎₀4２-64８-
８6３4）

受講料無料～契約社員の無
期転換と労働者派遣の期間
制限セミナー
日時 ①２/２₇㈫②３/1㈭いずれも14:₀₀
～16:₀₀
会場 八王子労政会館
内容 ①有期契約と雇止めなど②派
遣労働者の無期転換など
講師 山本圭子氏（法政大学法学部講
師）
対象 使用者、人事労務担当者、テー
マに関心のある方
定員 申込制で先着6₀人
申込 東京都労働相談情報センター
八王子事務所へ電話またはTOKYO
はたらくネット HP から申し込み
問 同事務所（☎₀4２-64３-₀２₇８）

キャリアアップ講習２月募集
科目

　詳細はお問い合わせください。
募集科目 ①Excel（関数活用編）②
データベース（Access）③高年齢者
のためのビル管理技術者受験対策④
第三種電気主任技術者科目合格対策
⑤ビジネスにおけるIoTの活用⑥第
二種電気工事士（学科）受験対策⑦は
じめてのCAD製図など
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 ①②⑦各２5人③④⑥各4₀人⑤
5₀人
費用 ①②⑦6,5₀₀円③～⑥1,6₀₀円
申込 ２/1₀㈯（必着）までに〒1８３-₀₀２6
府中市南町4-３₇-２多摩職業能力開発
センター府中校人材育成プラザ（FAX

₀4２-３6₇-８２1₇）へ 往復はがき、FAXまた
はTOKYOはたらくネット HP から
申し込み
問 同プラザ（☎₀4２-３6₇-８２₀4）

表紙のひと サッカー・原大智選手（FC東京）

日野市の子供たちへ
　日野市には公園も多く、いつでもサッカーができる環境があります。プロになる
という夢を追って、いつか対戦できたらうれしいです。
原選手プロフィール
旭が丘小・四中出身。187センチの長身を生かし前線で
起点を作る。精度の高いシュートだけではなく多彩な攻
撃を見せる大型FW
出身チーム：多摩平Jr.SC（FC東京サッカースクー

ルアドバンスクラス）、FC東京U-15むさ
し、FC東京U-18

主なタイトル：第41回 日本クラブユースサッカー選手
権（U-18）大会 優勝（得点王）、高円宮杯
U-18サッカーリーグ2017チャンピオン
シップ優勝

代　 表　 歴：2017年U-18日本代表、2018年U-19日本代表

　今号の表紙は、FC東京とプロ契約を結んだ旭が丘出身の原大智（はら・たいち）
選手。「まずは点を取ってチームの勝利に貢献できるよう、全力で頑張ります。」
と力強く語っていただきました。

▲子供のころの思い出は北川原
公園

▲1/12、市長にプロとして
の決意を報告

15 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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