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1 生活・環境
9月9日～15日は救急医療週間
～日野消防署で防災・救急
フェア� 1009674ID
問 日野消防署（☎581-0119）

平成30年度東京消防庁救急標語
　そばにいる  あなたが  最初の救
急隊（石渡隆弘氏作）
防災・救急フェア
日時 9月8日㈯12:30～15:30 会場 日野
消防署 内容 消防車両展示、はしご
車搭乗体験、起震車、VR防災体験車、
ミニ防火衣・ミニカー体験、応急手
当コーナーなど

虹色とんちー・日野市共催「虹
にじ

友
とも

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� 1008136ID

　LGBTやそうかもしれないと感じ
ている方、あるいはその家族や友人
向けに、話や友達作りができる場所
です。「性別のモヤモヤを話したい」

「一緒に何ができるか考えたい」
「LGBTについてもっと知りたい」な
どの気持ちをお持ちの方は気軽にお
立ち寄りください。
日時 9月9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 ）

多摩川改修1００年パネルリ
レー� 1009876ID

　今年は、国直轄の多摩川改修事業
に着手した大正7（1918）年から、ち
ょうど100年目を迎えます。
　これを契機に、多摩川流域の治水、
利水、環境に関する歴史や役割を幅
広く知っていただくため、パネル展
を開催します。
日程 9月10日㈪～21日㈮ 会場 市役所
1階市民ホール 問 京浜河川事務所

（☎045-503-4008）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室� 1009461ID

日時  9月11日㈫・12日㈬10:30～13: 
30 会場 七ツ塚ファーマーズセンタ

ー メニュー 犬と肉球の飾り巻き寿
司 定員 申込制で先着10人 費用 3,000
円 申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電
話 問 都市農業振興課（☎514-8447）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
� 1002932ID

日時 9月12日㈬14:00～15:30 会場 カ
ワセミハウス 内容 ダンボールコン
ポスト紹介、使い方の実演 定員 申
込制で先着15人 その他 初めてダン
ボールコンポストセットを使用する
方に向けモニターを募集 申込 電話 
問 ごみゼロ推進課（☎581-0444）

東京都防災ボランティア制度
に基づく被災建築物応急危険
度判定員養成講習会を開催
� 1009730ID

　詳細は東京都耐震ポータルサイト
をご覧ください。
日時 9月14日 ㈮、11月2日 ㈮13:40～
17:00 会場 都庁第一本庁舎5階大会
議場 対象 都内在住・在勤の1・2級・
木造建築士 定員 申込制で各回先着
550人 申込 10月24日㈬までに〒103-
0006中央区日本橋富沢町11の1富沢
町111ビル5階（一社）東京建築士会内
東京都防災ボランティア事務局へ申
込書（市建築指導課にあり、東京建
築士会 HP、東京都都市整備局 HP か
ら ダウンロード  可）を郵送または電子申
請 問 同事務局（☎03-3527-3100）、市
建築指導課（☎587-6211）

障害者のためのイベント「映画
鑑賞会～STUART�LITTLE2」
� 1007934ID

日時 9月19日㈬13:30～15:00 対象 障
害者およびボランティア 定員 申込
制で先着30人 申込 9月12日㈬～18日
㈫に電話※土曜・日曜日、祝日を除
く 会場・問 地域活動支援センター
やまばと（☎582-3400）

自然観察会～初秋の雑木林を
訪ねよう� 1007973ID

日程 9月22日㈯※雨天中止 集合 9:30
京王線多摩動物公園駅前、12:30同
所解散 内容 三中裏の高幡台団地第
二緑地の雑木林を散策 講師 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 9月21日㈮までに電話 問 緑
と清流課（☎514-8307）

日野市ひきこもり対策支援事
業「家族セミナー～家族だか
らできること」� 1009712ID

日時 9月22日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 DVD上映
および講演「ひきこもりからの回復
～我が子がひきこもったとき～家族
の役割と支援」講師 高橋晋氏（KHJ
全国ひきこもり家族会連合会家族相
談士） 定員 申込制で先着25人 申込 
電話または直接窓口 問 セーフティ
ネットコールセンター（☎514-8542）

普通救命講習
� 1002363ID

日時 9月23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 9月1日㈯から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

高年齢者の再就職支援セミ
ナー「6０歳で引退はまだ早い
～人生1００年時代シニアの働
き方セミナー」

日時 9月27日㈭13:30～16:00 会場 生
活・保健センター 内容 人生100年時
代の働き方、現役時代の仕事とこれ
からの仕事、就活の知識・面接対策 
講師 須田万里子氏（キャリアコンサ
ルタント） 対象 おおむね55歳以上の
方 定員 申込制で先着50人 申込  電話
問 しごとサポートひの（☎586-951 
7）

水と緑の日野・市民ネットワー
ク主催シンポジウム「まちの中
の黒川清流公園～湧水と生き
ものたち」� 1009680ID

日時 9月29日㈯13:00～16:30 会場 カワ
セミハウス※直接会場へ 内容・講師  
星野義延氏（東京農工大学大学院農
学研究院教授）基調講演「湧水と崖線
の植物」、カワセミハウス職員「カワ
セミハウスと黒川清流公園の概要紹
介」※話題提供として①黒川清流公
園の湧水の特徴～日野市の他の湧水
や東京都内の湧水と比較して②黒川
清流公園で見られる幾種類かの昆虫
について③黒川清流公園は、より鳥

み
・

ど
・

り
・

！ その他 手話通訳が必要な
場合は1週間前までに緑と清流課

（FAX 583-4483）へファクス 問 緑と清
流課（☎514-8307）

地域就職面接会in府中
� 1003501ID

日程 10月5日㈮ 時間・内容 10:00～12: 
00直前セミナー（予約制）、13:00～
16:00企業10社が参加する合同就職
面接会 会場 府中市市民活動センタ
ープラッツ 持ち物 履歴書を面接希
望企業数分 申込 電話 問 東京しごと
センター多摩（☎042-329-4524）

仕事と子育てを両立したい方
のためのパソコン講習（日野
市・ハローワーク八王子共催
事業）� 1009697ID

日時 10月10日㈬～12日㈮10:15～16: 
00 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 全日出席できる
子育て中の方で早期に再就職を目指
している方 定員 申込制で先着10人 
その他 9月1日現在、生後6カ月～未
就学児先着10人の保育あり（9月28日
㈮までに申し込み） 問 八王子しごと
情報館マザーズコーナー（☎042-
680-8403）

「モチベーションを上げるセ
ルフコーチング」セミナー付
き交流会� 1009883ID

日時  9月27日㈭19:00～21:00 会場 
PlanT(多摩平の森産業連携センタ
ー ) 定員 申込制で先着20人 費用 500
円 申込 PlanT（☎843-3215）へ電話 
問 産業振興課（☎514-8442）

キャリアアップ講習9月募集
科目� 1008142ID

募集科目 ①ホームページビルダーに
よるホームページ作成②第1種電気
工事士（実技）受験対策③インバータ
技術によるモーター制御 対象 中小
企業に在職中の都内在住・在勤者 
定員 ①30人②20人③10人 費用 ①②
6,500円③4,300円 その他 申込方法な
ど詳細は問い合わせを。その他多数
講座あり 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

（☎042-367-8204）　

東京しごとセンター多摩の就
業支援（9月）� 1003501ID

　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（三鷹市会場）、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。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）

健康
健康づくり推進員から
問 健康課（☎581-4111）※開催日当
日の実施確認は8:00～8:30に（☎08 
0-4347-1265）へ 

第1グループ～多摩動物公園を楽し
みながらウオーキング
 1009661ID

日程 9月18日㈫※雨天中止 集合 9:30
多摩動物公園正門前、12:00同園解散
※直接集合場所へ 内容 園内ウオーキ
ング（4㌔） 費用 100円 持ち物 飲み物、
雨具、帽子、健康保険証
第2グループ～小宮公園・大善寺、
機守神社  1009662ID

日程 9月20日㈭※雨天中止 集合 10:00
京王八王子駅西口そば、14:00同所解
散※直接集合場所へ コース 竹の鼻一
里塚～小宮公園～大善寺・機守神社

（10.5㌔） 費用 100円 持ち物 弁当、雨
具、飲み物、帽子、健康保険証
第3グループ～笑って元気に！健康
づくりの一里塚  1009663ID

日時 9月10日㈪13:30～15:30 会場 大
坂上三丁目都営集会室※直接会場へ 
内容 健康体操・歌など 講師 市健康体
操サポーターなど 費用 100円 持ち物 
飲み物、タオル
第4グループ～青梅の織物の郷を歩
く  1009664ID

日程 9月25日㈫※雨天中止 集合 9:30
モノレール高幡不動駅改札口横、
14:30青梅線青梅駅前解散※直接集
合場所へ コース 下奥多摩橋～八雲
神社・鹿島玉川神社～天祖神社～釜
の渕公園（昼食・休憩）～鮎美橋（6㌔） 
持ち物 飲み物、弁当、敷き物、タオル
ウオーキンググループ～塩船観音
の萩を目指して初秋の青梅路を往
く  1009665ID

日程 9月19日㈬※雨天中止 集合 9:30 
JR青梅線青梅駅改札口、15:00JR八
高線金子駅前公園解散※直接集合場
所へ コース 永山公園～天寧寺～塩
船観音寺～今井ふれあい公園（12㌔※
アップダウンあり） 費用 100円 持ち物 
飲み物、弁当、敷き物※日傘はご遠慮を

シニア世代の食育講座～元気
なひとが実践している食べ方
� 1008496ID

日時 9月20日㈭10:00～11:30 会場 生
活・保健センター 内容 高齢期を健
やかに過ごすための食生活の話、調
理の実演と試食、おいしく食べるた
めのお口の体操（6月に開催した講座
と同じメニュー）講師 健康課栄養士、
健康課歯科衛生士 対象 市内在住の
おおむね60歳以上の方 定員 申込制
で先着20人 申込 9月3日㈪から電話 
問 健康課（☎581-4111）

地域介護予防活動支援事業～
高齢者が元気で暮らし続けら
れる地域を目指して

日時・会場 ①9月21日 ㈮、10月12日
㈮10:00～11:30…南平西部地区セン
ター②9月28日㈮13:30～14:45…大和
田地区センター 内容 ①ストレッチ
体操②懐かしの歌と体操 対象 65歳
以上の方 定員 申込制で各先着30人 
申込 電話 問 日野市社会福祉協議会

（☎584-1294）

日野映像支援隊から
日野映像支援隊のロケ情報！
　カンヌ国際映画祭コンペティション部門
に選出された映画「寝ても覚めても」（9月1
日㈯から全国公開）の撮影が、日野市内で
行われました。
出演 東出昌大、唐田えりか 原作 柴崎友香

「寝ても覚めても」（河出書房新社刊） 監督 
濱口竜介 音楽 tofubeats 配給 ビターズ・
エンド、エレファントハウス ©2018  映画「寝ても覚めても」製作委員会　
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