催 し

問 障害者訪問学級
（名取☎592-151

7）
、市生涯学習課（☎514-8765）

生活・環境
地域共生社会を考えるオンラ
インフォーラム
配信期間 3月6日㈯13:00から

日野産農産物を使った手作り
ID 1012207
パン教室
日時 3月8日㈪・9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

視聴時間 90分程度

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）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会
ID 1011572

一人で外出することが困難な市内
在住の障害者に学習の機会を保障す
るための講師養成講座を行います。
また、お手伝いいただくスタッフも
随時募集しています。
日時 3月7日㈰13:30～15:00
内容 ①障害者訪問学級の紹介
（オン
さだ すえ ま
ライン授業の動画を含む）②貞 末麻
や こ
哉 子 氏（映画監督）による講演「重い
障害を持つ人が生きることと映画を
撮ること」③懇談と質疑応答
申込 E メ ー ル
（
sgakusyu@city.
hino.lg.jp）で。タイトルに
「養成講
座参加希望」、本文に氏名、電話番
号を記入

日時 3月19日㈮14:00から

会場 市役所1階101会議室
定員 申込制で先着13人
申込 電話

問 ごみゼロ推進課
（☎581-0444）

令和3年度ジュニアリーダー
講習会スタッフ募集
ID 1006583

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

野菜づくり何でも相談会
ID 1010663

問 都市農業振興課
（☎514-8447）
日時 3月13日㈯10:00～12:00

会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 土づくり、苗選びなど

講師 JA 東京みなみ、農業者、NPO 法人日
野人・援農の会
定員 申込制で先着15人
申込 NPO 法人日野人・援農の会
（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
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今号に関するお問い合わせ

ID 1002423

日程 3月27日㈯※雨天中止

日時 3月28日㈰9:00～12:00

駅東口階段下、12:
00新井橋解散
コース 日野橋～多
摩川右岸～万願寺
の渡し跡～石田大
橋～根川下流～多
摩 川・ 浅 川 合 流 ▲桜の名所 根川
点（約5㌔）
対象 5㌔以上歩ける小学生以上の市
内在住者※小学生は保護者同伴
定員 申込制で先着20人
申込 3月2日㈫から電話
問 緑と清流課
（☎514-8309）

内容 心 肺 蘇 生、AED の 使 用 方 法、

集合 9:00甲州街道

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

日野市ひきこもり対策支援事業
～家族のつどい ID 1012328
「ひきこもりの家族がいて、どの
ように接したらいいのか分からな
い」「将来の事が心配」など、共通の

交流農園「市民親子野菜塾」
ID 1009234

問 都市農業振興課
（☎514-8447）

日時 4月4日 ㈰、5月16日 ㈰、6月6日 ㈰、7月4日 ㈰10:00～12:00

※天候により日程変更あり
会場 七ツ塚ファーマーズセンター第一交流農園
内容 ジャガイモ、葉物野菜の栽培など
講師 NPO 法人日野人・援農の会
対象 小学校低学年の児童と保護者
定員 申込制で先着8組
費用 1人500円
（保険代）
申込 NPO 法人日野人・援農の会
（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
FAX 581－2516

soudan@city.hino.lg.jp

お知らせ
問 セーフティネットコールセンター
（☎514-8542）

普通救命講習会

ID 1015074

障害者訪問学級の紹介と講師
養成講座
（オンライン）
ID 1013177

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー～桜を見てみよう

お悩みを持つ方が集い、対話しなが
ら問題を整理します。
講師には、家族会の支援をしてい
る方をお迎えします。
日時 3月27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
方の家族
定員 申込制で先着10人
申込 3月26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）

会場 日野消防署

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）

日野市ひきこもり対策支援事
業～ 第2回 オ ン ラ イ ン セ ミ
ID 1016358
ナー配信
日程 3月中旬から

テーマ ひきこもりとお金の話2

講師 中森順子氏
（家計改善支援員・

ファイナンシャルプランナー）
視聴方法 市 HP から。詳細は市 HP で

ココロセミナー
心の疲れを乗りきる工夫
～ストレスに気づいてうまく付き合う
ID 1016208

問 セーフティネットコールセンター

（☎514-8542）

日時 3月24日 ㈬14:00～16:00 会場 多 摩
平の森ふれあい館 講師 高橋百合子氏
（東京都立多摩総合精神保健福祉セン
ター公認心理師・臨床心理士）定員 申
込 制 で 先 着30人 申込 電 話、E メ ー ル
（
s-net@city.hino.lg.jp）ま た は 下
記 QR コードで。タイト
ル に「3月24日 参 加 申 し
込み」、本文に参加者の
氏名、連絡先を記入

キャリアアップ講習3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第二種電気工事士
（実技）
受験対策⑴ ②第三種電気主任技術
者科目合格対策（機械）⑴⑵ ③ホー
ムページビルダーによるホームペー
ジ作成④ AndroidStudio によるア
プリケーション開発⑤ Android プ
ログラミングを利用した組み込みシ
ステム技術⑥ Excel（ビジネス活用
編）⑦ PHP 言語による Web システ
ム開発（初級）
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 ①④⑤15人②12人③⑥⑦7人
費用 6,500円 ※②のみ3,200円
申込 3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
ID 1003501
業支援
（3月）

内容 2022年卒業予定の学生対象・
しごたま就活フェア2022（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、就職面接会（立
川市会場）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）

学生の皆さまの就活を八王子
新卒応援ハローワークが全力
ID 1010271
でサポート
大学、大学院、短大、専修学校な
どを卒業予定の方および卒業後おお
むね3年以内の方の就職をサポート
しています。ぜひ、一度ご来所くだ
さい。
支援内容 職業相談、応募書類添削、
面接練習、求人情報提供・紹介
問 八王子新卒応援ハローワーク
（☎
042-631-9505）

催し

催し

テーマ「無意識の思い込み」
の視点か
ら障害者の差別解消の推進を考える
講師 市本真澄氏
（アクセンチュア㈱
テクノロジー本部インクリュージョ
ン & ダイバーシティ推進担当）
など
視聴方法 日野市社会
福 祉 協 議 会 HP ま た
は右記ＱＲコードか
ら
問 同協議会
（☎582-2319）

定員 申込制で各日先着10人程度

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
（令和3年度になる方を含
む）
～おおむね30歳程度の方
申込 3月17日㈬
（必着）までに〒1918686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※
持参の場合は土曜・日曜日を除く
問 子育て課
（☎514-8579）

スポーツ

スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～日野の原風
ID 1013337
景コース
日程 3月14日㈰※荒天中止

集合 9:15～9:30四ツ谷前公園、11:30
同所解散※直接会場へ。受け付け後
随時スタート
コース 東光寺成就院～七ツ塚公園
（約5.5㌔）
対象 運動の制限を受けていない方
持ち物 飲み物、タオル、雨具※動き
やすい服装、運動靴で
その他 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）

第24回

隊士コンテスト参加者募集

ID 1016361

5月8日㈯開催のひの新選組まつり隊士コンテストの参加者を募集します。
新型コロナウイルス感染予防のため、今年は2日目のパレードは行わず、
ひの煉瓦ホールにて隊士コンテストのみを行い、その様子を YouTube に
て動画配信します。詳細は日野市観光協会 HP をご確認ください。
対象 平成18年4月1日以前生まれの方※未成年者は保護者の同意が必要 定員
50人※申込多数の場合は抽選 費用 3,000円（記念品代含む）入賞特典 あり※
例年と異なり、パレード先導や衣装着付けなどはなし その他 新型コロナウ
イルスの感染状況により、内容の変更
や中止の場合あり 申込 3月31日㈬（必
着）までに〒191-0011日野本町2-15-9
日野市観光協会内「ひの新選組まつり
実行委員会」へ応募用紙（日野市観光協
会 HP から ダウンロード 可）
を郵送 問 日野
市観光協会
（☎586-8808※月曜日（祝日
の場合は翌平日）を除く）
広報
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