催 し
生活・環境
自然観察会〜木々に夏の花咲
く長沼公園を散策しよう
ID 1007973

日程 6月22日㈯※雨天中止 集合 9:30

催し

京王線長沼駅前、12:30長沼公園内
解散 内容 長沼公園を散策しながら
雑木林の樹木の様子や頂上から見え
る山々を見る 案内 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 6
月21日㈮までに電話 問 緑と清流課
（☎514‑8307）

日野市・多摩市わかち合いの
会〜自死遺族支援事業
ID 1003313

日時 6月23日㈰14:00〜16:00 会場 関

戸公民館
（多摩市）
※直接会場へ 内容
身近な人を自死で亡くされた方が集
い、お互いを尊重しながら、ありの
ままの気持ちを分かち合う 問 セー
フティネットコールセンター（☎51
4‑8542）

谷戸沢処分場国蝶オオムラサ
キ見学会
谷戸沢処分場では、国蝶のオオム
ラサキ（環境省が指定する準絶滅危
惧種）の保全を行っています。オオ
ムラサキの保全状況や、すでに埋め
立てが完了した谷戸沢処分場に再生
した里山の自然環境の状況をご覧い
ただける見学会を開催します。

第16回

詳細は東京たま広域資源循環組合
HP をご覧ください。
日時・内容 6月22日㈯①10:00・11:30・
13:30から各回1時間程度…自然観察
ガイドツアー②9:00〜14:30随時…育
成ゲージ内でのオオムラサキの観察
会場 谷戸沢廃棄物広域処分場
（日の
出町）※直接会場へ。日の出町役場
から1時間に1本程度の無料送迎車の
運行あり その他「完熟ひのでトマト」
など日の出町特産物の販売あり 問
同組合
（☎042‑597‑5581）

第8回万願寺交流センターま
つり〜地域にひろげよう、み
ID 1011802
んなの輪
日時 6月29日㈯9:30〜12:00 会場 万願

寺交流センター 内容 苔玉作り、ボー
ドゲーム、楽器演奏、お囃子、紙芝
居、ミニ電車など 定員 苔玉作りの
み15人 費用 500円（苔玉作り材料費）
申込 苔玉作りのみ電話 問 NPO 法人
日野子育てパートナーの会（☎587‑
6276）

公共職業訓練〜多摩職業能力
開発センター八王子校10月入
ID 1008142
校生募集
東京都の公共職業訓練で手に職を
つけ、就職を目指しませんか。
募集科目 介護サービス科、福祉用具
科、電気設備管理科 対象 求職中また
は転職を希望する方※電気設備管理
科はおおむね50歳以上の方 申込 6月
25日㈫〜7月25日㈭にハローワーク
八王子へ必要書類を提出。詳細は問
い合わせを
同校の見学会を開催 日時 7月4日

日野市消防団応急救護審査会
〜消防団員の日頃の訓練の成果をご覧ください

問 防災安全課
（☎514‑8962） ID 1011957

日野市消防団では、日野消防署の指導のもと訓練を重ね、全団員の上級救命
技能認定の取得など、応急救護技術の向上
に努めています。
その成果を8つの分団の出場隊が競う審
査会を開催します。地域の防災リーダーで
ある消防団員が、心肺蘇生法や AED を使
用して行う応急救護の一連の技術をお見せ
します。団員の雄姿をぜひご覧ください。
日時 6月30日㈰9:30〜12:30
会場 市民の森ふれあいホール
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㈭・11日㈭・18日㈭14:00から※直接
会場へ
問 同校
（☎042‑622‑8201）

高齢者とご家族のための
ご存じ
？
ですか

地域包括支援センター
地域包括支援
地域包括支
援センター

みんなの環境セミナー「黒川
清流公園の夏を探そう！」〜
市民環境大学公開講座
ID 1011999

日程 7月4日㈭ 集合 10:00カワセミハ

ウス、12:00同所解散 内容 黒川清流
公園で湧水の成り立ちや雑木林の大
切さを学ぶ 講師 小倉紀雄氏（カワセ
ミハウス館長・東京農工大学名誉教
授）など 定員 申込制で先着15人 申込
6月18日㈫から電話 問 カワセミハウ
ス（☎581‑1164）

高齢者のほっとあんしん相談所

問 高齢福祉課
（☎514‑8461） ID 1003574

地域包括支援センターでは、専門のスタッフ
（主任介護支援専門員、看護師、社会福祉士など）が高齢者の方の困り
ごとのご相談をお待ちしています。また、地域で心配な様子の高齢者などの情報がありましたら、お寄せください。

＜相談ごと例＞

水辺のある風景日野50選ガイ
ID 1012007
ドツアー
日程 7月6日㈯ 集合 9:00日野駅、12:00

同所解散 コース 八坂神社裏道〜日
野用水上堰開渠〜日野宿を支えた用
水〜日野郵便局〜谷仲山（崖線から
の湧水）
〜山下堀（暗 渠 ）対象 3㌔以
上歩ける小学生以上の市内在住者※
小学生は保護者同伴 定員 申込制で
先着20人 申込 6月18日㈫から電話 問
緑と清流課（☎514‑8309）

日野市福祉のしごと見学会〜
ハローワーク八王子・東京都
福祉人材センター共催
福祉職求人のある市内福祉施設を
見学し、福祉現場で直接質問ができ
る機会です。
日時 7月10日㈬①10:00〜12:00②13:
3 0 〜1 5 : 0 0 ③ 1 1 日 ㈭ 1 0 : 0 0 〜1 2 : 0 0
見学施設 ①マザアス日野
（万願寺）②
工房夢ふうせん（旭が丘）③ラペ日野
（程久保）※詳細は日野市社会福祉協
議会 HP 参照 申込 各開催日2日前（必
着）までに同協議会（ FAX 583‑9205）へ
電話またはファクス。氏名、年齢、
性別、住所、電話番号、福祉業務経
験の有無、見学希望の施設名を記入
問 同協議会
（☎582‑2319）

記念行事・フェスタ・複合イベント
高幡不動尊あじさいまつり
約250種のあじさい7,500株が見頃
を迎えています。
日程 6月30日㈰まで 会場 高幡不動尊
境内 問 高幡不動尊
（☎591‑0032）

介護保険サービスを利用
したいけど、どうしたら
いいの？

サークル活動や体操活
動、サロンのことはどこ
に聞けばいいの？

認知症かもしれない・・・
どこの病院を受診した
らいいのかしら？

高齢者が家族の方に怒鳴ら
れている声がしているけど、
どこに連絡したらいいの？

など、ご自身やご家族、周りの気になる高齢者、認知症に関する心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談は無料です。

お住まいの住所で担当の地域包括支援センターが決まっています
センター名

電話番号

担当地域

もぐさ

599‑0536

百草、落川、程久保
（1〜8丁目を除く）
、三沢2丁目、三沢1289〜1294番地

あさかわ

593‑1919

高幡、三沢
（1289〜1294番地を除く）
、三沢1・3〜5丁目、新井、石田
（浅川南）
、程久保1〜8丁目

すてっぷ

582‑7367

豊田、大字豊田、東豊田、旭が丘2･5･6丁目、多摩平1･2丁目、富士町

あいりん

586‑9141

多摩平3〜7丁目、日野台4･5丁目、大坂上

せせらぎ

589‑3560

日野本町、神明、日野台1〜3丁目、栄町、新町

多摩川苑

582‑1707

万願寺、上田、川辺堀之内、日野、宮、石田
（浅川北）
、石田1･2丁目

いきいきタウン

585‑7071

東平山2･3丁目、平山1〜6丁目

すずらん※

599‑5531

南平1〜9丁目

かわきた

589‑1710

東平山1丁目、西平山、旭が丘1･3･4丁目

※すずらんは、令和元年8月に移転します。移転先所在地は南平7‑18‑23小林ビル1F です。電話番号は変更ありません。引き続きよろしくお願いし
ます。

日野市福祉ガイドブックが発行されます！
ID 1011968

介護保険制度以外の市の高齢者
向けサービスについて紹介した「シ
ニア世代と家族のための福祉ガイ
ドブック」が6月下旬に発行されま
す。市の生活支援サービスや高齢
者施策の紹介のほか、エンディン
グノートも付いており、高齢者の
方々の暮らしに役立つ1冊となって
います。ぜひご活用ください。
配布場所 市内関連施設・地域包括支援センターなど

クールスポットを利用しましょう！
ID 1003598

クールスポットとは、夏の
暑さを避け、気軽に涼を取る
ことができる店舗や施設で
す。市内のコンビニやスーパ
ー、公共施設などがクールス
ポットとしてご利用いただけ
▲このステッカーが目印です！
ます。
今年の夏は、クールスポットを上手に活用して、熱
中症を予防しましょう！
クールスポット実施期間 6月〜9月末頃まで
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