催 し
生活・環境
春の土づくり講習会～基礎か
ら学び野菜を育てる
ID 1010665

日時 2月14日㈰10:00～12:00 会場 七

日野産野菜を使った飾り巻き
ID 1011759
すし教室
日時 2月16日㈫・17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）

PlanT オンラインビジネスセ
ミナー「定年前後を見据えた
50代からの働き方セミナー」
ID 1016272

人口ピラミッドの変化、コロナ禍
を受け定年前後の働き方はどう変わ
るのか？ コロナ禍を踏まえた市場
の動向と先輩起業家をゲストに起業

日野市事業承継セミナー
（Zoom によるオンライン講
座）落語だから分かりやすい
～事業承継と相続
ID 1015360

「事業承継」や「相続」は難しいとい
う印象をお持ちの方が多いと思いま
す。今回のセミナーではこころ亭久
茶氏が、この難しいテーマを落語で
分かりやすく語ります。併せて、税
理士の小嶋公志氏が、落語に出て来
る事業承継、相続の用語や税金の話
を詳しく説明します。
日程 3月3日㈬ 時間・テーマ ①13:30～
14:45落語で学ぶ事業承継と相続②
15:00～16:00分かりやすく解説 !「事
業承継と相続に関する税金のはな
し」※どちらかのみの参加も可 講師

男女平等参画地域防災講座

主役はわたしたち！
コロナ時代の防災対策
問 男女平等課
（☎584-2733 FAX 584-2748

よる
mに
Zoo イン開催
ラ
オン
上映
ライブり
あ
ID 1016270

danjyo@city.hino.lg.jp）

コロナ禍の時代に、どう災害と向き合い、乗り越えるのか？熊本地震では
「理想の避難所」
を立ち上げ、令和2年7月の豪雨災害では人吉市に支援拠
点を設け、コロナ下での被災者支援を行っている吉村静代さんと学びます。
日時 2月27日㈯14:00～16:00 講師 吉村静代氏
（益城だいすきプロジェク
ト・きままに代表）申込 2月24日㈬までに電話、フ
ァクス、Eメールまたは下記QRコードから。氏名（ふ
り が な）、 住 所、 電 話 番 号、E メ ー ル ア ド レ ス、
Zoom で使用するニックネームを記入
※ Zoom を使用されていない方向けに
多摩平の森ふれあい館でライブ上映を
行います。参加希望の方はその旨をご
記載ください
▲申し込み用 QR
▲吉村静代氏
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今号に関するお問い合わせ

日野市役所 代表☎ 585－1111
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

FAX 581－2516

①こころ亭久茶氏（行政書士・木﨑
海洋氏）②小嶋公志氏（T ＆ A 税理士
法人所長・TKC 西東京山梨会所属
税理士）定員 申込制で先着30人 申込
たましん WEB 申込フォーム（以下
QR コード）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

相続登記に関する動画 Web
ID 1016091
配信
相続に伴う不動産登記の考え方や
流れについて司法書士が解説しま
す。
日時 2月 1 日 ㈪ か ら 視聴方法 市 HP
（右記 QR コード）から 問
市長公室市民相談担当
（☎514-8094）

東京しごとセンター多摩の就
ID 1003501
業支援
（２月）
内容 全年齢対象・就職面接会・直前
対策セミナー（町田市会場）、２９歳以
下対象・若者と企業の交流会（八王
子市会場）ほか多数 その他 詳細は、
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2月募集
ID 1008142
科目
詳細はお問い合わせください。
募集科目 ①高年齢者のためのビル管
理技術者受験対策⑴⑵ ②データベ
ース（Access）
【 初級】③第三種電気
主任技術者科目合格対策（電力）④第
二種電気工事士（学科）受験対策⑤
Excel（関数活用編）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・契約社員、
パートを含む）の都内在住・在勤者
定員 ①③④⑥12人②⑤7人 費用 ①
3,200円 ② ⑤6,500円 ③ ④ ⑥1,600円
申込 2月10日㈬
（必着）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）

すぐに使える！役立つ！女性
のための再就職支援セミナー
＆個別相談会 in 日野
ID 1016063

質問する力はコミュニケーション
スキルのひとつです。相手（面接官）
の質問に的確に答えたり、相手に的

soudan@city.hino.lg.jp

確に質問することで面接力、仕事の
質、人生の質を上げていきましょう。
日時 3月11日㈭13:00～15:30※セミナ
ー終了後個別相談会あり（申込制で
先着12人）会場 多摩平の森ふれあい
館 講師 増田洋子氏（人材育成コンサ
ルタント）対象 再就職を考えている
女性 定員 申込制で先着40人 その他
受講には東京しごとセンターの利用
登録が必要（当日登録可）申込 2月1
日㈪から電話※1歳から学齢前の保
育あり（申込制で先着6人程度）問 東
京しごとセンター女性しごと応援テ
ラス多摩ブランチ（☎042-529-9003）

普通救命講習

ID 1002423

日時 2月28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）

子ども・保護者向け

図書館リサイクルフェア
ID 1016013

図書館で役割を終えた子ども向け
の本のほか、保存年限の過ぎた雑誌
を無料で提供します。
日時 2月13日㈯10:00～16:00※1人10冊
まで。なくなり次第終了 会場 多摩
平の森ふれあい館 持ち物 持ち帰り
用の袋 その他 混雑時は入場制限を
する場合あり 問 多摩平図書館（☎58
3-2561）

ベビーマッサージ～パパも一
ID 1008503
緒にどうぞ
日時 2月27日㈯15:00～16:00 会場 多
摩平の森ふれあい館 対象 生後3～5
カ月の乳児と保護者 定員 申込制で
先着6組※初めての方優先 申込 2月9
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）

ひとり親支援セミナー「離婚
と子どもの幸せ」
ID 1003978

日時 3月13日㈯10:00～12:00 会場 福

祉支援センター 講師 伊藤和子氏（弁
護士）対象 離婚を考えている方、ひ
とり親の方など その他 １歳6カ月～
未就学児の保育あり（2月12日㈮まで
に申し込み。先着３人まで）申込 電
話または E メール 問 セーフティネ
ットコールセンター
（☎514-8546
s-net@city.hino.lg.jp）

スポーツ

平山台文化スポーツクラブから
ID 1003186

申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
ヨーガ教室
日時 毎 週 月 曜 日9:00～10:35、10:35
～11:50 講師 公認指導員 費用 600円
※会員300円
ソフトエアロビクス教室
日時 毎週金曜日14:00～15:30 講師 星

野佳代子氏（公認指導員）費用 600円
※会員300円
ボッチャ体験講習会
日時 2月28日㈰9:30～12:30 講師 ボッ
チャ協会サポーター 対象 運動制限
受けていない方 定員 申込制で先着
24人
いずれも 会場 平山台健康・市民支
援センター 申込 電話 問 同クラブ
（☎
506-9979）

東部会館いきいき教室～骨盤な
めらか体操教室 ID 1000974
日時 毎週土曜日11:00～12:00 会場 同

催し

催し

ツ塚ファーマーズセンター 講師 JA
東京みなみ、NPO 法人日野人・援
農の会 定員 申込制で先着10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）

の準備や実態について考えてみまし
ょう。
日時 ①2月24日㈬②3月3日㈬いずれ
も19:00～20:30※Zoom 開催、全2回
シリーズ 内容 ①増える起業相談。
コロナ禍での50代の働き方変化②先
人に学ぶ起業・独立を見据えた50代
の働き方※ワーク、グループトーク
あり。原則映像ありでご参加を 講師
①釣谷慎吾氏
（㈱ファーストブラン
ド）②シニア企業家 定員 申込制で各
回先着20人 申込 PlanT（多摩平の森
産 業連携センター）HP
から 問 同施設
（☎843-3
215）

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 問 同会館温水プール
（☎
583-5266）

健康

今から始める介護予防教室
日時 ①2月9日㈫10:00～11:00②2月24
日 ㈬13:30～14:30 ③ 3月24日 ㈬13:30
～14:30 会場 ①東部会館②③中央福
祉センター 内容 転倒予防体操 対象
65歳以上の方 定員 申込制で各回先
着10人 申込 電話 問 日野市社会福祉
協議会（☎584-1294）

健康づくり推進員から


ID 1014038

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)

日野市ファミリー・サポート・センター保育講習会
講習会を受講して地域の
子育てを応援しませんか
ファミリー ･ サポート ･ センター
（ファ
ミサポ）は、育児や家事の援助をしてほ
しい方
（依頼会員）と援助をしたい方
（提
供会員）が、相互に助け合う有償ボラン
ティア組織です（登録料無料）。
このたび、提供会員として保育援助を
行いたい方を対象とした保育講習会を開
催します。この講習会で8ポイント以上
受講終了後、保育援助活動を行うことが
できます。
日時・内容・講師 下表の通り 会場 福祉支援
センター 定員 申込制で先着20人 申込 2月
15日㈪までに電話

ID 1008631

問 日野市ファミリー・サポート・センターたかはた
（☎599-7616）
保育講習プログラム
日

時
9:40～10:40

3月3日㈬

内

容

ポイント

日野市の子育て支援

1

10:45～12:00 相互援助活動
13:30～15:00 保育の心

1

15:15～16:00 参加者交流会

講

師

市子ども家庭支援センター職員
ファミサポチーフアドバイザー
市立保育園園長
ファミサポアドバイザー

3月11日㈭ 13:30～15:30 子どもの発達と病気

2

須賀康正氏
（須賀小児科院長）

3月15日㈪ 13:30～15:30 発達に課題のある子どもの支援

1

松田景子氏
（臨床発達心理士・言語聴覚士）

10:00～12:00 学童期の生活

1

市児童館館長、エリアマネジャー

安全・事故「普通救命講習・AED」
13:30～16:30
※1,500円（テキスト代など）

2

日野消防署

3月22日㈪

9:30～11:30
3月24日㈬
13:00～15:30

地域で支える子育て

1

事故防止に関する対策について
私の提供会員活動

1

ワークショップ・まとめ

広報

ファミサポ事務局長
ファミサポチーフアドバイザー
ファミサポ地区サポーター
ファミサポアドバイザー・地域サポーター
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