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東京しごとセンター多摩の就
業支援（12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（小金井市会場）、全
年齢対象・地域就職面接会（府中市
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12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第三種電気主任技術者科
目合格対策（理論）⑴⑵②Python【初
級】③Python【中級】 対象 中小企業
に在職中（派遣・契約社員、パート

を含む）の都内在住・在勤者 定員 ①
12人②③7人 費用 ①３,200円②③6,500
円 申込 12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）

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 12月14日㈪14:00から 会場 福祉
支援センター 定員 申込制で先着20
人 その他 新型コロナウイルス感染
症の対策として、会場では手指消毒
やマスクの着用にご協力を 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）

日野産農産物を使った親子で
クリスマスケーキづくり教室
� 1012050ID

日時 12月20日㈰10:３0～1３:３0 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター メニュー 
デコレーションケーキ 対象 小学4～
6年生の親子 定員 申込制で先着7組
程度 費用 ３,500円 申込 竹内（☎090-
7284-1947）へ電話 問 都市農業振興
課（☎514-8447）

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業
� 1003313ID

日時 12月20日㈰、1月24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 その他 新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、当日受付で
連絡先を伺います 問 セーフティネ

ットコールセンター（☎514-8542）

普通救命講習� 1002423ID

日時 12月27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 12月1日㈫から電話 会場・問  日
野消防署（☎581-0119）

スポーツ
東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室 1000974ID
問 東部会館温水プール（☎58３-
5266※9:３0～20:３0）

日時 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

平山台文化スポーツクラブから
� 1003186ID

　詳細はお問い合わせください。
 書道教室 
日時 毎月第2・第4月曜日14:00～16:00 
会場 平山台健康・市民支援センター 
講師 赤利信子氏（読売書法会・会友） 
費用 700円※会員600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
　いずれも 申込 電話、ファクスま
たはＥメール 問 同クラブ（☎･ FAX 50 
6-9979  hirayamadai@hop.ocn.

ne.jp）

ちょこっとウオーキング～体力
測定ウオーキング� 1012707ID

日程 12月12日 ㈯ ※ 荒 天 中 止 集合 
9:00～9:15（ウオーキング参加者）、
10:00～11:15（体力測定のみ参加者）
市民の森スポーツ公園管理棟前広
場、11:３0頃市民の森スポーツ公園
解散 コース 仲田小～多摩川土手～
日野橋下～甲州街道駅（約5㌔）持ち物 
飲み物、タオル、マスク、帽子、雨

具 その他 動きやすい服装で。自宅
での朝の検温、マスクの着用を 問 
文化スポーツ課（☎514-8465）

健康
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３月
まで活動を中止します。 
問 健康課（☎581-4111）

日野市成人式 平成１２年４月２日～１３年４月１日生まれの新成人対象者
には、１２月中旬に案内状を送付します。令和

３年

　介護の現場では、掃除、洗濯、買い物、食事の準
備などの生活援助や高齢者の心身の変化、緊急時の
対応などの研修を受講することで、資格がなくても
安心して業務に従事することができます。
　市では、資格がない方でも安心して介護に従事で
きるよう基本的な研修を実施します。研修終了後の
お仕事相談会では、市内の介護事業所の方から直接
仕事の内容について話を聞くことができます。
日時 1月14日㈭・15日㈮9:３0～16:３0（2日間）※2日目
にお仕事相談会あり
会場 イオンモール多摩平の森３階イオンホール
内容 ①生活援助の基本、家事支援②コミュニケーシ
ョン、接遇マナー③高齢者の心理と特徴、権利擁護
④介護保険制度と資格について⑤お仕事相談会ほか
対象 市内の介護事業所で、訪問型の家事援助サービ
ススタッフとして働く意思があり、2日間すべての
研修を受講可能な方※ヘルパーの資格をお持ちの
方、18歳未満の方は対象外
定員 申込制で先着50人
申込 12月7日㈪9:00から電話またはメールフォーム

（http://www.onetoone-best.net/hino/）で
問 ㈱ONE TO ONE福祉教育学院（☎0３-642３-1515
※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く9:00～17:00）

　ひきこもりなどの問題を抱えるご本人やご家族の
方を対象とした「個別相談会」と「オンライン個別相談
会」を毎月第３水曜日に開催しています。詳細はお問
い合わせください。

 個別相談会 
日時 原則毎月第３水曜日10:３0～16:３0
会場 市役所2階面接室
対象 ひきこもりなどの問題を抱える市内在住の当事
者または家族
定員 申込制で先着３組
申込 前日1３:00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窓口へ

 オンライン個別相談会 
日時 原則毎月第３水曜日15:00～16:３0
対象 ひきこもりなどの状態にある市内在住の当事者
定員 申込制で先着1組
申込 前日1３:00までに市 HP から電子申請で

　今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以下の通り分散開催とします。なお、当日の模様をインター
ネットでライブ配信する予定です。詳細は、市 HP または案内状をご覧ください。
日時・対象 1月11日㈷①11:00～12:00…おおむね一中・二中・四中・大坂上中学校区にお住まいの方②14:00～15:00…
おおむね七生中・日野三中・三沢中・平山中学校区にお住まいの方
※内容は2回とも同じ。いずれかの回に出席を
会場 市民の森ふれあいホール
内容 成人式典および催し物など
その他 案内状が届かない場合も出席できますので問い合わせ
を。対象者以外は入場できませんが、介助などで同伴が必要
な場合には問い合わせを。会場へは公共交通機関などを利用
し、車での来場はご遠慮を。式典は手話通訳あり。会場には
車いすスペースあり

1012058ID 　問 生涯学習課（☎514-8765）

東京ヴェルディ
日野市ホームタウンデーのお知らせ

1015677ID 　問 文化スポーツ課（☎514-8465）

　12月20日㈰に東京ヴェルディ日野市ホームタウンデーが開催されます。
スタジアムで東京ヴェルディを応援しましょう！
日時 12月20日14:00キックオフ
会場 味の素スタジアム（調布市）
対戦相手 水戸ホーリーホック
費用 ①市内在住・在勤・在学の22歳以下および満65歳以上の方は入場
料無料（小中学生／U22・シルバー招待）②上記以外の市内在住・在勤・
在学の一般の方は特別割引として入場料1,000円（一般優待）
特典 先着1,000人の小学生以下を対象にヴェルディキッズユニフォーム
をプレゼント
申込 Jリーグチケットの無料登録後、12月8日㈫12:00～19日㈯2３:59に下
記の優待チケット・招待チケットそれぞれのページにてチケットをお求
めください 

 1012325ID
問 セーフティネットコールセンター（☎514-8542  
s-net@city.hino.lg.jp）

＼あなたの力を介護に／

資格がなくても介護の仕事に興味がある方へ
「生活援助型スタッフ研修」

「個別相談会」
「オンライン個別相談会」

を毎月実施しています
（事前予約制）

1008669ID

▲令和2年1月の成人式　新成人代表の皆さま

日野市ひきこもり対策支援事業

①小中学生/U-22・
シルバー招待▶ ②一般優待▶

チケット
申し込み
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