
催 し
記念行事・フェスタ・複合イベント
第18回スプリングフェスタひ
の～カラオケ参加者募集

日時 3月28日㈯15:00～16:00※雨天中
止 会場 日野中央公園 定員 申込制で
先着若干人 申込 3月3日㈫8:30から電
話 問（公財）日野市環境緑化協会（☎
585-4740）

子ども・保護者向け
ママ・パパクラス～医師講話
コース� 1011455ID

日時 3月22日㈰10:00～12:00 会場 生
活・保健センター 内容 妊娠中の健康
管理、出産に向けての心構えなど 
定員 申込制で先着80人 申込 電子申請
または電話 問 健康課（☎581-4111）

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い� 1008504ID

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか。お子さまも一緒に参加
できます。
日時 3月22日㈰15:00～16:30※直接会
場へ 会場・問  地域子ども家庭支援セ
ンター万願寺（☎586-1312）

ひとり親支援セミナー～スト
レスとうまくつきあいながら
自己肯定感を高めていくため
に� 1013075ID

　頑張っているあなたに、心を元気

にするヒントをお伝えします。
日時 3月28日㈯10:00～12:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 講師 秋田文子
氏（NPO 法 人はぴ シェア 理 事 長 ） 
その他 1歳6カ月～未就学児先着3人
の保育あり※3月10日㈫までに申し込
み 申込 電話またはEメール（  s- 
net@city. hino.lg.jp） 問 セーフティ
ネットコールセンター（☎514-8546）

生活・環境
令和2年度ジュニアリーダー
講習会スタッフ募集
� 1006583ID

　ジュニアリーダー講習会は、日野
市内の小学5年～中学生の子どもた
ちを対象に、野外活動や集団活動、
異年齢交流を通して将来地域で活躍
できる人材を育成する事業です。
　講習会を企画・運営し、子どもた
ちと一緒に楽しく活動してくれるボ
ランティアスタッフを募集します。
詳細は申込書および市 HP をご覧く
ださい。
申込書配布場所  市役所2階子育て課、
市内各児童館※市 HP からダウンロード  
可 対象 高校生～おおむね30歳程度
の方 申込 3月18日㈬（必着）までに〒
191-8686日野市役所2階子育て課地
域青少年係へ申込書を郵送または持
参 問 子育て課（☎514-8579）

キャリアアップ講習3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 ①第二種電気工事士（実技）
受験対策②第三種電気主任技術者科
目合格対策（機械）（1）（2）③Android 
Studioによるアプリケーション開
発④Excel（ビジネス活用編）⑤And 
roidプログラミングを利用した組込
みシステム技術⑥社内情報化推進担
当者のための基礎知識 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 ①
30人 ②40人 ③20人 ④ ⑥25人 ⑤10人 
費用 ① ③ ④ ⑤6,500円 ②3,200円 ⑥
1,600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（3月）� 1003501ID

内容 2021年卒業予定の学生対象・し
ごたま就活フェア2021（立川市会場）、
おおむね55歳以上対象・面接会直前
対策セミナー（立川市会場）、就職面
接会（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）

つんで、つくって、たべよう！
よもぎだんご� 1013367ID

日時 3月15日㈰9:00～12:00 内容 カワ
セミハウス周辺でヨモギを摘み、白
玉粉を使ってよもぎ団子を作り食べ
る 講師 カワセミハウス協議会環境
分科会 定員 申込制で先着15人※小
学3年生以下は保護者同伴 費用 1人
300円 申込 3月3日㈫から電話※9日
㈪を除く9:00～17:15 会場・問  カワセ
ミハウス（☎581-1164）

役立つ応急手当とAED講習
会� 1011241ID

日時 3月15日㈰13:00～15:00 会場 多
摩川グラウンド管理棟 内容 AEDの
使用方法、訓練用人形を用いての実
践、三角巾を使用した応急手当の方
法・応急処置 対象 市内在住・在勤・在
学者 定員 申込制で先着20人 申込 3月
14日㈯までに電話 問 グラウンド等
指定管理者㈱フクシ・エンタープラ
イズ（☎514-9178）

日野市福祉人材育成事業～障
害福祉ヘルパースキルアップ
研修　� 1006714ID

日時 3月11日㈬16:30～18:30 会場 生

活・保健センター 内容 発達障害を持
つ方の理解と在宅支援～発達障害と
は? 講師 柏木理江氏（東京都発達障
害者支援センター TOSCA相談員） 
対象 高齢者・障害保健福祉職に従事
している市内在住・在勤者 定員 申込
制で先着30人 費用 100円（資料代） 
申込 3月2日㈪～10日㈫に電話また
はファクス※土曜・日曜日を除く 問 

（社福）日野市民たんぽぽの会（近藤
☎599-7299  FAX 599-7203）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
� 1011572ID

日時 3月16日㈪14:00から 会場 福祉
支援センター 定員 申込制で先着40
人 申込 電話※原則事前申し込み。当
日受け付け可 問 ごみゼロ推進課（☎
581-0444）

わんわん教室～犬のしつけ
� 1007436ID

日時 3月22日 ㈰10:00～11:00と11:00～
12:00※荒天中止 会場 市ドッグラン

（駒形公園内） 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、リード着用※ロングリード・
伸縮リード不可 申込 3月13日㈮（必
着）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、悩みや相談事を、
返信用表面に郵便番号、住所、氏名
を記入 問 環境保全課（☎514-8298）

①認知症サポーター養成講座
②認知症サポーター・ステッ
プアップ講座� 1003585ID

 

日時 3月23日㈪①13:00～14:30②14: 
45～16:15 会場 勤労・青年会館 内容 
認知症の症状、声のかけ方 対象 ②
は認知症サポーター養成講座を受講
済みの方 定員 ①②各10人 申込 電話 

問 地域包括支援センターすてっぷ
（☎582-7367）

普通救命講習� 1002423ID

日時 3月22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 3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～知って得するシニアの
働き方

日時 3月28日㈯13:30～16:00 会場 Pla 
nT（多摩平の森産業連携センター） 
内容 これからの働き方や最新の年金
制度のお話、老後のマネープランや
ライフプランについて 講師 荒木健一

氏（社会保険労務士・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（☎586-9517）

日野市ひきこもり対策支援事
業～家族のつどい
� 1003312ID

　「学校に行けない」「就職しない」な
ど、ひきこもりなどの状態にある家
族を持つ方と情報交換ができます。
日時 3月28日㈯14:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 ひきこも
りなどの状態にある家族を持つ方 
定員 申込制で先着10人 申込 3月27日
㈮までに電話または市役所2階セー
フティネットコールセンターへ※詳
細は問い合わせを 問 セーフティネ
ットコールセンター（☎514-8542）

日時 4月11日から原 則 毎月第2・第4土 曜日9:00～12:00 会場 七生中など 
内容・対象・定員・費用  下表の通り 申込 3月13日㈮（必着）までに〒191-8686日野
市役所生涯学習課ななお「土曜のひろば」遊学会係へ 往復はがき  で。往信用裏
面に住所、氏名（ふりがな）、保護者氏名、講座名、学校名、新学年、電話
番号を、返信用表面に郵便番号、住所、氏名を記入

　児童館を拠点とした、市内在住・在学の中高生によるロックバンド
フェス。企画・準備から本番まですべて中高生が実行委員会形式で行
っています。
日時 3月21日㈯13:00から 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 
出演 9バンド（予定） 費用 600
円※前売り400円 申込 前売り
は各児童館へ来館 問 みなみ
だいら児童館（☎599-0166）、
た ま だ い ら 児 童 館（ ☎589-
1253）

令和2年度前期（4～9月）受講生募集
ななお「土曜のひろば」遊学講座

　ななお「土曜のひろば」は、地域の市民の
手により、日野の子どもたちの学びの場を
提供する地域教育力活性化事業です。異年
齢が交流しながら、体験学習することによ
り、子どもたちの知的育成と友達づくりを
目標としています。
　先生は近所のおじさん、おばさんたちです。きっと学校や家庭とは違う
視点から学べます。ぜひご応募ください。

E-69（イーロック）
中高生のロックフェス 1013293ID

　 1012289ID  問 生涯学習課（☎514-8765）

講座名 自然観察科学 木工工作 初歩の電子工作 ふるさと探検

初回費用
4,830円

（宿泊費一部・保
険料など）

4,830円
（材料費・保険

料など）

4,830円
（材料費・保険

料など）

330円
（交通費・保険料

など一部）

対象学年※1 新小学3年生
のみ

新小学4年～
中学生

新小学5年～
中学生 新小学3～6年生

定員※2 4人 8人 5人 8人

内容

・ 植物観察と記
録、標本つく
り

・ 浅川の水生生
物の調査、観
察

・ 昆虫採集と採
集記録など

※ 7月25日 ㈯・
26日㈰に宿泊
講 座（ 別 途約
9,000円実費）

・ 道 具 の 使 い
方・手入れ

・ ノミ・カンナ・
ノコギリを使
う

・ 図面を描く
・ 箱を作る
・ 自 分 で 木 取

り・切断など

・ ゲルマニウム
ラジオ

・ 電子オルゴー
ル、基板にハ
ンダ付けなど

・ マイコンの初
歩、抵抗とコ
ン デ ン サ ー、
マ イ コ ン・
LED点滅など

・ 電 子 サ イ コ
ロ、ライント
レースロボッ
トなど

・ 七生丘陵を歩
き日野人の暮
らしを考える

・ 南平・南平熊
野神社につい
て

・ 高幡不動尊と
鳴り龍

・ 新選組のふる
さとを訪ねて

・ 江戸・東京建
物園見学など

※1   市内在住・在学者対象。保護者・興味関心のある方の見学可。特に実技講座
のお手伝いができる方歓迎　

※2   申込多数の場合は抽選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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