
催 し
生活・環境

シニア生涯ワーキングセミ
ナー� 1015355ID

日時 10月２9日㈭13:00～15:45 会場 福
祉支援センター 対象 受講日に55歳
以上でこれから就職活動を始めたい
方、またはすでに就職活動中の方  
申込 電話 問 公益社団法人長寿社会
文化協会（☎03-5８43-7665）

日野市事業承継セミナー（Zoom
によるオンライン講座）Withコ
ロナ時代を現経営者と後継者で
乗り越え、企業を繋

つな

ぐ
　� 1015360ID

　事業承継後の末永い企業繁栄は、
現経営者、後継者の双方の願いです。
新型コロナウイルス感染症が時代を
変え、新しい環境に順応した企業体
質への変革が必要不可欠となってい
ます。
　事業承継を進めていくこの機に現
経営者と後継者、一緒に見つめ直し

てみませんか？
日時 ①11月1２日㈭②11月19日㈭14:00
～16:00 ﾃーマ ①Withコロナ時代
とIoT・AI・テレワーク～まだ間に
合う中小企業の対応策②Withコロ
ナ時代の人間関係を改善する対話術
～社内における対話の重要性※1回
のみの参加も可 対象 承継後間もな
い企業、承継前企業の承継者・後継
者 申込 たましんWEB申込フォーム
から。住所、氏名、電話番号、Eメ
ールアドレス、参加
希望回（①、②、両方）
を記入 問 産業振興課

（☎514-８44２）

日野市・ハローワーク八王子
共催～保育のしごと就職フェ
ア� 1010412ID

　保育園で働きたい方に向けた採用
説明会・面接会です。
日時 11月7日㈯13:00～15:30 会場 イ
オンモール多摩平の森イオンホール 
対象 保育士、保育補助など 持ち物 
履歴書 その他 複数の園にエントリ
ー可 申込 電話またはファクス 問  保
育課（☎514-８63８  FAX 5８3-419８）

①③認知症サポーター養成講座
②④ステップアップ講座
� 1003585ID

日時 10月16日㈮・30日㈮①10:00～
11:30②11:40～1２:40③13:30～15:00
④15:10～16:10 会場 カワセミハウス 
内容 認知症の病気についての講義、
認知症の病気の復習、認知症の本の
読み聞かせなど 定員 申込制で先着
各5人 申込 電話 問16日開催分…地域
包括支援センターすてっぷ（☎5８２-
7367）、30日開催分…地域包括支援セ
ンターあいりん（☎5８6-9141）

普通救命講習� 1002423ID

日時 10月２5日㈰9:00～1２:00 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 1,500円（テキスト
代） 申込 10月1日㈭から電話 会場・問  
日野消防署（☎5８1-0119）

自死遺族支援事業～日野市・
多摩市わかち合いの会
� 1003313ID

日時 10月２5日㈰、11月２２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（☎514-８54２）

駐車監視員資格者講習
　申込方法など詳細は警視庁 HP を
ご覧ください。
日程・内容 令和3年1月1８日㈪・19日㈫
…講習、２5日㈪…考査 会場 東京ビッ
グサイト（江東区） 定員 400人 費用 
２0,000円 申込 11月２日㈪～30日㈪ 問 
警視庁放置駐車対策センター（☎03-
35８1-43２1）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（１0月）� 1003501ID

内容 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（国立市会場）、全年
齢対象・就職面接会（武蔵野市会場）
ほか多数 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）

キャリアアップ講習１0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 ①3級簿記受験対策⑴⑵ ②
クラウドアプリケーションを活用し
た経営・業務管理③HTML5とCSS3
によるホームページ作成 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 ①1２人②③7人 費用 ①3,２00円
②③6,500円 申込 10月10日㈯まで 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）

Zoomによるオンライン講座�
　詳細はお問い合わせください（オ
ンラインが難しい方は応相談）。
オﾗンダから生中継！ ｱーﾄセﾗ
ピー講座
　オランダ在住のアフケさんとケン
さんによる「アートセラピー講座」。

「ねんど」を使って作品を作り、コロ
ナで疲れた心を癒やしませんか。
日時 10月２4日㈯16:00～17:30 講師 ア
フケ・ロッケフェーン氏（芸術療法
士）、ケン・タナカ氏（精神科医） 

申込 10月２２日㈭までにEメール（  
hino-vc@hinosuke.org）
コロナに負けない！ ｽﾄﾚｽコー
ピング講座
　「分かりやすい」「ためになる」と大
好評！コロナへの不安や外出自粛で
積み重なったストレスとの正しい付
き合い方を学びます。
日時 10月２6日㈪14:00～15:30 講師 竹
内真弓氏（多摩総合精神保健福祉セ
ンター精神科医） 申込 10月２3日㈮ま
でに Eメール（  hino-vc@hinosu 
ke.org）
　いずれも 問 日野市ボランティア・
センター（☎5８２-２31８）

スポーツ
東部会館いきいき教室 
 1000974ID

 骨盤なめらか体操教室 
日時 10月の毎週土曜日11:00～1２:00  
会場 同会館 定員 申込制で先着5人 
費用 5回で5,500円のチケット購入制 
申込 電話 問 東部会館温水プール（☎
5８3-5２66※9:30～２0:30）

平山台文化スポーツクラブから
� 1003186ID

 ズンバフｨッﾄネｽ教室 
日時 毎週月曜日14:30～15:30 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 
佐藤みどり氏（公認指導員） 費用 600
円※会員300円
 フﾗダンｽ教室 
日時 毎月第1・第２・第4火曜日13:30
～16:00 会場 平山台健康・市民支援
センター 講師 村井世子氏（ハワイ州
公認指導員） 費用 600円※会員300円
 茶道教室 
日時 毎月第3水曜日13:30～16:00 会場 
平山台健康・市民支援センター 講師 
田中弘子氏（裏千家指南） 費用 1,500
円※会員1,400円
 ぶらり街歩き 
日程 10月9日㈮ 集合 9:30京王堀之内
バス停ロータリー、15:00南大沢駅解
散 コーｽ せせらぎ緑道～日枝神社
～ぐりーんうぉーく多摩（昼食）～見
附橋～長池公園～公園自然館～松木
公園（6㌔） 費用  600円※交通費別途
　いずれも その他 詳細は問い合わ
せを 申込 電話、ファクスまたはEメ
ール 問  同クラブ（☎・FAX  506-9979

 hirayamadai@hop.ocn.ne.jp）

市民体育大会� 1003171ID

 インデｨｱカ競技 
日時 11月3日㈷13:00～16:30 会場 市
民の森ふれあいホール 種目 女子の
部、混合の部 対象 市内在住・在勤・
在学者 費用 1人500円 申込 10月17日
㈯19:00から南平駅西交流センター
で開催する主将会議に参加費を持参 
問 日野市インディアカ協会（首藤☎
591-6947）

健康
医師によるまちの在宅医療相
談会� 1015230ID

　在宅医療や在宅みとりをお考えの
方に在宅診療医等による個別相談を
開催します。現在入院中で自宅へ戻
り医療を受けることを検討中、現在
療養中でなるべく自宅で最期を考え
ているがどう進めてよいか分からな
い、または今は元気だが今後、在宅
医療を検討中の方はご相談くださ
い。介護職も同席します。
日時 10月２２日㈭14:00～16:00 会場 生
活・保健センター 対象 在宅医療、自
宅でのみとりをお考えの方 定員 申
込制で先着4人 申込 10月２日㈮～16
日㈮８:30～17:15に電話※土曜・日曜
日を除く その他 申し込みの際に状
況を確認します 問 在宅療養支援課

（☎514-８1８9）

健康づくり推進員から
� 1014038ID

　健康づくり推進員は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため活動
を自粛します。
問 健康課（☎5８1-4111）

子ども・保護者向け
三中地区青少年育成会～さと
いも収穫祭� 1010038ID

日時 10月1８日㈰9:00～1２:00※雨天
時は２5日㈰ 会場 石坂ファームハウ
ス（百草） 内容 春に植えたさといも
の収穫 申込 10月1２日㈪までにEメ
ール 問 同会（西山 ikuseikai3-
toiawase@yahoo.co.jp）

　これから新規事業の立ち上げを目指す方や事業開始後間もない方からのビジネｽプﾗ
ン、そしてコロナ禍におけるビジネｽプﾗンを募ります。書類審査、プﾚゼンﾃーショ
ン審査を通して優秀なビジネｽプﾗンを決定、表彰します。
　また当コンﾃｽﾄは、総務省および国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が実
施する「全国ｱｸセﾗﾚータ・プログﾗム起業家万博」の地区大会を兼ねています。昨年
度は当コンﾃｽﾄから起業家万博へファイナリｽﾄが選出されました。参加者には
PlanT（多摩平の森産業連携センター）で開催するブﾗッシュｱップセミナーや個別相談
を通して、事業の成長をサポーﾄしていきます。

問 PlanT（多摩平の森産業連携　　　
センター）（☎８43-3２15）

PlanTビジネスプラン
コンテスト2020

日程 ｴンﾄリー受付…10月1日㈭～11月30
日㈪※２4:00必着、一次審査（書類審査）…
1２月中旬、最終審査（プﾚゼンﾃーション
審査）…令和3年1月31日㈰※新型コロナウ
イルスの影響により、ブラッシュアップ
セミナーや最終審査会はオンラインでの
開催になる場合があります
会場 PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー）
応募資格 ①④⑤は必須および②③のいず
れかを満たす方①1８歳以上②起業を目指
している、または事業開始後5年未満の事

業者（個人（チーム）または法人のいずれも
可）③すでに事業を営んでいる事業者の新
規事業または事業開始5年未満の事業④他
のビジネスプランコンテストなど入賞実
績がないもの⑤暴力団など反社会的組織
に所属もしくは関係していない
応募ﾃーマ 日野市の地域課題の解決、多
摩地域の社会課題の解決、コロナ対応型
ビジネスプラン、ICTを活用した地域発
スタートアップによる新規事業
その他 副賞あり
申込 PlanT HP  から

　今年は、新型コロナウイ
ルｽの影響により、高幡不
動尊五重塔地下ホールでの
講演会などを中止します。
代わりとして、講演を下記
の通りWEB配信します。

日程 10月10日 ㈯ か ら 内容 
①勝五郎生まれ変わり物語
と調査団の活動紹介②講演1
～勝五郎あの世の旅③講演２
～勝五郎この世の旅 講師 ②
③今井秀和氏（大東文化大学
講師） 配信 YouTubeにて配
信。勝五郎生まれ変わり物
語探求調査団 HP（http://
umarekawar i .
org）よりアクセス可

問 郷土資料館（☎59２-09８1）

藤蔵・勝五郎
生まれ変わり
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