
催 し
生活・環境

日野市創業セミナー
 1008769ID

　すべての科目を受講後、市に申請
し証明書の発行を受けると、株式会
社設立時の登録免許税減免などの優
遇措置を利用できます。
日程・内容 1月1９日㈫…自分らしいビ
ジネスのつくり方（経営）、28日㈭…
ターゲット顧客に喜ばれるプロモー
ション戦略（販路開拓）、2月4日㈭…
開業手続き・事業でかかる税金（財
務）、16日㈫…口コミ応援されるた
めのビジネスコミュニケーション術

（人材育成）、25日㈭…資金調達・事
業計画策定
時間 各回18:３0〜20:３0
会場 PlanT（多摩平の森産業連携セ

ンター）
対象 創業を目指している方、創業に
興味のある方、創業後間もない方
定員 申込制で15人
申込 市産業振興課へ電話またはた
ましん HP 受付フォーム

（右記QRコード）から
問 産業振興課（☎514-
8442）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011759ID

日時 1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 お花の絵柄など
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）

普通救命講習 1002423ID

日時 1月24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 1,500円（テキスト代）
申込 電話
問 日野消防署（☎581-011９）

オンライン公開講演会～日本
で働く外国人労働者
 1010980ID

　コンビニエンスストアやスーパーマ
ーケット、ファミリーレストランなど、
私たちの暮らしの身近なところで働
く外国人の姿を目にする機会が増え
ています。もはや外国人労働者は、
日本社会にとって欠かすことのでき
ない存在です。外国人労働者がどの
ように来日し、日本で生活している
のかについて知る機会になります。
日時 1月３0日㈯14:00〜16:00
内容 外国人労働者受け入れ政策や労
働市場における外国人の状況を学ぶ
講師 鈴木江理子
氏（国士舘大学
文学部教授）
対象 Zoomが利
用可能な日野市
および近隣自治
体に居住する日
本人、外国人市
民、行政職員、学校関係者、外国人
支援団体関係者、国際交流協会会員
など
定員 申込制で先着80人
申込 Eメール（  hifa-office@ab.a 
uone-net.jp）
問 日野市国際交流協会（☎586-９511
※木曜・日曜日を除く９:00〜17:00）

仕事と子育てを両立したい方
のためのパソコン講習～ハ
ローワーク八王子共催事業
 1015896ID

日時 2月３日㈬〜5日㈮10:15〜16:15
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 ウィンドウズの基本操作、ワー
ド・エクセルの基礎知識、メール作
成・送受信、職務経歴書・自己PR書
などの作成
対象 子育て中で早期に再就職を目指
し３日間連続受講が可能な方※受講
には八王子しごと情報館マザーズコ
ーナーの登録が必要

定員 申込制で先着10人
その他 2月３日時点で生後３カ月〜未
就学児先着5人の保育あり※1月25日
㈪までに申し込み
申込 1月5日㈫から電話
問 八王子しごと情報館マザーズコ
ーナー (☎042-680-840３）

日野産農産物を使った手作り
パン教室 1012207ID

日時 1月1９日㈫・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 干支パンなど
定員 申込制で各日先着10人程度
費用 各日2,500円
申込 竹内（☎0９0-7284-1９47）へ電話
問 都市農業振興課（☎514-8447）

キャリアアップ講習1月募集
科目 1008142ID

　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）

［初級］（2）②第三種電気主任技術者
科目合格対策（法規）③VisualC#に
よるプログラミング
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 ①15人②12人③7人
費用 ①③6,500円②1,600円
申込 1月10日㈰（必着）
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（1月） 1003501ID

内容 全年齢対象・面接会事前対策セ
ミナー（小平市会場）、全年齢対象・

地域就職面接会（西東京市会場）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）

シニア生涯ワーキングセミ
ナー 1015355ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
日時 2月３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
定員 申込制で先着15人
申込 1月6日㈬から電話または（公
社）長寿社会文化協会 HP で
問 同協会（☎0３-584３-7665）

傾聴ボランティア入門講座
「りっすん」
　ひとり暮らしや施設で暮らす高齢
者のお話にじっくりと耳を傾ける

「傾聴ボランティア」を養成する講座
です。日常生活にも役立つ「聴く力」
が身に付きます。
日時 2月12日〜３月5日の毎週金曜日
1３:３0〜16:00
会場 中央福祉センターまたはZoom
によるオンライン
対象 市内在住・在勤・在学者。全4
回参加できる方を優先
定員 申込制で先着40人（会場は20人
まで）
費用 2,000円※振込手数料は参加者
負担
申込 2月5日㈮（必着）までに〒1９1- 

0011日野本町7-5-2３日野市ボランテ
ィア・センター（FAX 582-0082  hino 
-vc@hinosuke.org）へはがき、フ
ァクス、E メールまた
は右記QRコードから。
住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、参加の動機を記入
問 同センター（☎582-2３18）

子ども・保護者向け
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 1月2３日㈯15:00〜16:３0
会場 多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ
対象 ひとり親で子育て中の方
問 地域子ども家庭支援センター多
摩平「はぴはぴ」（☎58９-1260）

スポーツ
東部会館いきいき教室
 1000974ID
問 東部会館温水プール（☎58３-526 
6※９:３0〜20:３0）

 骨盤なめらか体操教室 
日時 毎週土曜日11:00〜12:00
会場 同会館集会室
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
 臨時休業のお知らせ 
　1月1９日㈫・20日㈬は定期清掃の
ためプールのみ休業します。

あなたの活動が広がる！
LINE公式アカウント作成講座

1015883ID 　問 ひの市民活動ネットワーク（☎581-6144）

活動は広めたいけれど、LINE公式アカウントなんて難しそう…なんて思っていませんか。
広報活動に困っている方向けに、LINE公式アカウントを使った情報発信についての講座を開催します。
当日、お試しアカウントを一緒に作ってみましょう！
日時 1月2３日㈯1３:00〜15:00
会場 ひの市民活動支援センター
講師 佐藤琢磨氏（㈱LINE）
対象 市内で活動している個人・団体
申込 電話またはEメール（  hino-cagcm@tokyo.email.ne.jp）

「歳の鬼あし」多摩川ランニング「歳の鬼あし」多摩川ランニング
参加者募集！参加者募集！

第15回第15回

　「鬼あし」と呼ばれるほどの健
脚であった土方歳三にちなみ、
ゆかりの地日野で行われるラン
ニング大会の参加者を募集しま
す。浅川、多摩川の河川敷サイ
クリングロードなど、比較的平
坦なコースです。多くの皆さま
の参加をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため20㌔のみ実施します
日程 5月９日㈰
種目 20㌔の部
対象 大会当日満18歳以上で、制限時間（4時間）以内に完走できる走力を
有する方※関門閉鎖時間あり
定員 申込制で先着３00人
参加費 ３,000円※市民は2,000円
その他 視覚障害のある方で伴走の必要な方は伴走者と参加を（伴走者の
参加費は無料）。河川敷コース使用のため車いすでの参加は不可
申込 1月5日㈫〜2月1９日㈮に下記①〜④いずれかの方法で申し込み
①インターネット（ランティス HP、スポーツエントリー HP）
②☎0570-0３９-846（平日10:00〜17:３0）
③ FAX 0120-３7-84３4へランニングマガジン『クリール』の申込用紙を送信
④Famiポート（全国のファミリーマート内設置）サービスメニューから

1015897ID 　問 文化スポーツ課（☎514-8465）
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