
催 し
子ども・保護者向け
ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1008503ID

日時 2月22日㈯15:００～16:００ 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 生後３～5
カ月児と保護者 定員 申込制で先着
12組※初めての方優先 申込 2月7日
㈮1０:００から電話 問 地域子ども家庭
支援センター多摩平「はぴはぴ」（☎
5８９-126０）

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！� 1010889ID

日時 2月21日㈮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・玉入れ・魚つりゲーム・
電車ごっこ・写真コーナーなど 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）、
同センター多摩平「はぴはぴ」（☎

5８９-126０）

生活・環境
キャリアアップ講習2月募集
科目� 1008142ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
募集科目 ①Excel（関数活用編）②
第二種電気工事士（学科）受験対策③
高年齢者のためのビル管理技術者受
験対策④データベース（Access・初
級）⑤ビジネスにおけるIoTの活用
⑥第三種電気主任技術者科目合格対
策（電力） 対象 中小企業に在職中（派
遣・契約・パート社員を含む）の都
内在住・在勤者 定員 ①④25人②③
⑥4０人⑤2０人 費用 ①④6,5００円②③
⑤⑥1,6００円 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）� 1003501ID

内容 全年齢対象・就職面接会（国分寺
会場）、2９歳以下対象・若者と企業の

交流会（立川市会場）など多数 その他 
詳細は東京しごとセンター多摩 HP 
参照 問 同施設（☎０42-３2９-4524）

普通救命講習� 1002423ID

日時  2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 2月1日㈯から電
話 問 日野消防署（☎5８1-０11９）

税の作文、税の標語および税
の書道展の優秀作品展示
� 1010932ID

日時  2月３日 ㈪～16日㈰８:３０～17:15 
会場 市役所1階市民ホール 問 日野税
務署（☎5８5-5661）

認知症サポーター・ステップ
アップ講座� 1003585ID

日時 2月11日㈷1０:００～11:３０ 会場 マ
ザアス日野（万願寺） 内容 男性介護
者からの認知症介護の話 講師 竹本
功氏（介護経験者） 対象 認知症サポ
ーター養成講座修了者 問 地域包括
支援センター多摩川苑（☎5８2-17０7）

映画上映会「ピア～まちをつ
なぐもの」

日時 2月15日㈯14:００～15:4０ 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 在宅医療
に懸命に取り組む若き医師と仲間

（ピア）たちの命と希望の物語 定員 申 
込制で先着1００人 申込 ファクス 問 地
域包括支援センターあいりん（☎
5８6-９141 FAX 5８6-９142）

日野市女性農業者の会「みち
くさ会」～おやき作り教室
� 1009228ID

日時 2月21日㈮1３:００～16:００ 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
なすみそ、切干大根、あずき 定員 
申込制で先着12人程度 費用 1,３００円 
申込 2月３日㈪９:００から電話 問 都市
農業振興課（☎514-８447）　　　　

令和元年度日野市福祉人材育
成事業～相談援助技術研修
� 1006714ID

日時 2月1８日㈫1８:００～2０:００ 会場 生
活・保健センター 内容 ご本人との
共同作業～出会いから計画作成・モ

ニタリングまで 講師 田中文人氏（多
摩在宅支援センター円 精神保健福
祉士） 対象 障害者施設・高齢者施設
関連などに勤務している方 定員 申
込制で先着2０人 費用 1００円（資料代） 
申込 2月17日㈪までに電話またはフ
ァクス※土曜・日曜日、祝日を除く 
問 日野市民たんぽぽの会（☎5９９-72 
９９ FAX 5９９-72０３）

PlanTビジネスセミナー～販
路開拓にもつながる悪用禁止
の超顧客心理術� 1009980ID

　「顧客心理術」について学びながら
販促技術の向上を目指します。商談
を有利に進めたい方、マーケティン
グの知識を身につけたい方におすす
めです。
日時 2月1９日㈬1９:００～21:００ 会場 Pla 
nT（多摩平の森産業連携センター） 
講師 姫野裕基氏（ひめの企画代表） 
定員 申込制で先着2０人 申込 2月14日
㈮までに電話またはEメール 問 産
業振興課（☎514-８442  sangyo@
city.hino.lg.jp）

正社員を目指している方必見
～八王子・日野就職面接会
� 1010271ID

日時 2月21日㈮1３:３０～16:００ 会場 東
急スクエア（八王子市）※直接会場へ 
対象 八王子市・日野市で正社員を希
望している方 持ち物 ハローワークの
紹介状、履歴書（写真貼付）を面接希
望企業数分 問 ハローワーク八王子

（☎０42-64８-８6３4）

自然観察会～すっかり裸に
なった木々の冬越し姿を観察
しよう　� 1010285ID

日程 2月22日㈯※雨天中止 集合 ９:３０
豊田駅北口、12:３０黒川清流公園解散 
内容 黒川清流公園の植物を観察 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 2月21日㈮までに電話 
問 緑と清流課（☎514-８３０7）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室� 1009461ID

日時 2月25日㈫・26日㈬1０:３０～1３:３０ 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー おひなさまなど 定員 申込
制で各日先着1０人程度 費用 各日３,０００

円 申込 竹内（☎０９０-72８4-1９47）へ電
話 問 都市農業振興課（☎514-８447）

中央大学地域猫サークル～地
域猫セミナー� 1003035ID

　野良猫にお困りの方はいらっしゃ
いませんか。野良猫、飼い主のいな
い猫対策のためのセミナーです。
日時 ３月1日㈰14:００～16:００ 会場 Plan 
T（多摩平の森産業連携センター） 問 
環境保全課（☎514-８2９８）

ロボット大会を目指そう！
� 1013369ID

　ライントレースロボットの大会に
出るためのロボットの組み立てと基
礎的なプログラムを学びます。
日時 ３月7日㈯1０:００～15:００ 会場 Plan 
T（多摩平の森産業連携センター） 
内容 ロボットの組み立て、プログラ

ム作成とテスト走行 講師 川原万人
氏（明星大学准教授） 対象 小学6年～
中学生 定員 申込制で先着5人 申込 2
月３日㈪から電話、ファクスまたは
Eメールで。住所、氏名、学年、電
話番号を記入 問 日野市商工会（☎
5８1-３666 FAX 5８6-6０6３  mn.koba 
yashi@shokokai- tokyo.or.jp）

春の土づくり講習会～基礎か
ら学び野菜を育てる
� 1010665ID

日時 2月22日㈯1０:００～12:００ 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター 講師 JA
東京みなみ、日野人・援農の会 定員 
申込制で先着2０人 申込 同会（佐藤☎
5８1-44０7  t-satou@jcom.zaq.
ne.jp）へ電話またはEメールで。住
所、氏名、電話番号を記入 問 都市
農業振興課（☎514-８447）

「農業体験農園」利用者募集！
農家の指導で野菜づくりを
体験してみませんか

1010902ID

1009250ID

第23回

パレード隊士募集

　農業体験農園は、一般の市民農園とは違い、農家の方に指導してもら
いながら、農作業経験がまったくない方でも安心して野菜づくりに取り
組むことができ、新鮮でおいしい野菜の収穫が期待できます。
　指導する農家の方が必要な種や苗、肥料、農具などを用意し、月数回
の講習を行います。利用者はその対価として入園料（農産物代金含む）を
農家に支払い、収穫物を受け取ることができます。

利用期間 ３月1日㈰（予定）～令和３年1月３1日㈰
所在地 百草711番地付近※自動車での通園は不可
区画 ①1３区画②4区画※1区画あたり約３０平方㍍
利用料 1区画あたり年額46,０００円（入園料・農作物収穫代含む）
対象 原則市内在住でルールを守り熱意を持って農作業に取り組める方（②
はおおむね6０歳以上の方）※1世帯につき1区画。申込多数の場合は抽選
その他 2月22日㈯14:００から現地説明会あり
申込 2月15日㈯（消印有効）までに〒1９1-００３３百草672-1石坂亜紀へ往復は
がきで。往信用裏面に住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を、返信
用表面に住所、氏名を記入

 問 都市農業振興課（☎514-８447）

 問 日野市観光協会（☎5８6-８８０８※月曜日（祝日の場合は翌火曜日）を除く）

プロの農家から指導を受けなが
らファミリーで農作業を行う、
体験型市民農園です。

①３世代農園 ②石坂ファームハウス
農家の指導で農作業を行い、高
齢者の生きがいや健康保持に役
立つ、農業福祉型農園です。

　5月10日㈰開催の「ひの新選組
パレード」に参加する隊士、配役
者（勝海舟など）を募集します。
　今年は土方歳三資料館前イベ
ントに参加できるコースも新設
しました！
対象 高校生以上の方
定員 1００人※衣装・小道具の刀な
ど一式持参の方は別枠。申込多
数の場合は抽選
参加費など 下表の通り

▲土方歳三資料館前イベント　昨年の様子

コース 衣装有無 市内外 参加費

①一般隊士
衣装貸出 一般参加者 7,０００円

市内在住者 6,5００円

衣装など持込 一般参加者 ３,5００円
市内在住者 ３,０００円

②一般隊士＋土方資料館前イベント参加
※定員あり。応募者多数の場合は抽選

衣装貸出 一般参加者 ８,０００円
市内在住者 7,5００円

衣装など持込 一般参加者 4,5００円
市内在住者 4,０００円

③配役者　※役名など詳細は日野市観光協会 HP をご確認ください ３5,０００円～

申込 2月2８日㈮（必着）までに〒1９1-００11日野本町2-15-９日野
市観光協会内「ひの新選組まつり実行委員会」へ応募用紙（日
野市観光協会 HP から ダウンロード 可）を郵送

15 14市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力
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