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日野市ひきこもり対策支援事
業～個別相談会 1012325ID

　ひきこもりなどの問題を抱える家
族および本人を対象とした「個別相
談会」を開催します。
日時 原則毎月第3水曜日10:30～1２:
00、13:00～1４:30、15:00～1６:30 会場
市役所２階面接室 対象 ひきこもりな
どの状態にある市内在住者およびそ
の家族 定員 申込制で各回1組 その他
詳細は問い合わせを 申込 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 問 セーフティネ
ットコールセンター（☎51４-８5４２）　

日野市・多摩市わかち合いの
会～自死遺族支援事業

1003313ID

日時 ４月２5日㈰、5月２3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）

キャリアアップ講習4月募集
科目 1008142ID

　詳細はお問い合わせください。
募集科目 ①インバータ技術によるモ
ーター制御⑴②第三種電気主任技術
者入門⑴③表計算（Excel）【中級】④
ネットワーク構築法【初級】⑤介護従
事者のための介護記録作成【初級】⑥
ExcelVBA【初級】⑴⑵ 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 ①８
人 ② ⑤1２人 ③ ⑥７人 ④1４人 費用 ①
４,300円②1,６00円③④６,500円⑤４,６00
円⑥８,６00円 申込 ４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（4月） 1003501ID

内容 女性対象・女性のための再就
職パソコンスキルアップコースin
八王子（八王子市会場）、全年齢対象・
面接会直前対策セミナー、地域就職
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）

日野産農産物を使った飾り巻
きすし教室 1011759ID

日時 ４月２0日㈫・２1日㈬10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 春の花 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）

スポーツ
スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～体力測定ウ
オーキング 1012707ID

日程 ４月11日㈰※荒天中止 集合 ウオ
ーキング参加者…9:00～9:15平山城
址公園駅東側・出口公園（受付後、
随時スタート）、体力測定のみ参加
者…10:00～11:15多摩平の森ふれあ
い館、11:30頃多摩平の森ふれあい
館解散※直接集合場所へ コース 旭
が丘中央公園～多摩平第1公園 （約5
㌔） 対象 運動の制限を受けてない方 
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）

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。
 グラウンドゴルフ 
日時 毎週月曜・木曜日9:30～11:30 会場
平山台健康・市民支援センター 講師
田中賢司氏（公認指導員） 費用 ２00円
※会員100円
 ソフトエアロビクス教室 
日時 毎週金曜日1４:00～15:30 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師
星野佳代子氏（公認指導員） 費用 ６00
円※会員300円 

 フラダンス教室 
日時 毎週第1・第２・第４火曜日13:30
～1４:30 会場 平山台健康・市民支援
センター 講師 村井世

せ い

子
こ

氏（ハワイ州
公認指導員）費用 ６00円※会費300円
 ぶらり街歩きのご案内 
日程 ４月9日㈮ 集合 10:00京王堀之内
バス停ロータリー、15:00京王線南大
沢駅解散 コース せせらぎ緑道～日

ひ

枝
え

神社～見附橋～グリーンウォーク
（食事）～長池公園～長池公園自然館
～松木公園（６.0㌔） 費用 ６00円※交通
費別途、弁当持参
　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

50６-99７9   hirayamadai@hop.
ocn.ne.jp）

東部会館いきいき教室～骨盤
なめらか体操教室

1000974ID

日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30、
11:00～1２:00 会場 同会館集会室 定員
申 込 制 で 各 回 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）

　ひの新選組まつり隊士コンテストの会場観覧者を
募集します。
　今年は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のた
め、隊士コンテストのみを行い、会場での観覧者も
限定します（YouTubeでライブ配信します）。
※  入場時に検温などをします。また、感染状況など
により、内容の変更や中止をすることがあります

日時 5月８日㈯13:00～1６:30（予定） 会場 ひの煉瓦ホー
ル（市民会館） 対象 当日、YouTubeの動画配信を行
うため、映り込み了承の方（小学生以下のお子さま
は保護者の同伴必須） 定員 100人※申込多数の場合
は抽選 申込 ４月1４日㈬までにＥメール（  kanko@
city.hino.lg.jp）で。件名に「隊士コンテスト観覧希
望」、本文に代表者氏名、希望人数を記入※申し込
みは２人まで可。抽選結果は、４月19日㈪までにメー
ルで連絡

日時 ４月２5日㈰9:30～10:30（流れ解散）※荒天中止（雨
天時の実施有無は、当日７:30までに決定） 集合場所 ふ
れあい橋北詰ほか10カ所（案内図参照） 清掃区間 東光
寺グラウンドからクリーンセンターまでの多摩川右
岸、大和田運動広場から多摩川合流点までの浅川両
岸 その他 駐車場がないため、車での来場はご遠慮を。
作業中もマスク着用を

1008103ID 問 緑と清流課（☎51４-８309）

問  ひの新選組まつり実行委員会事務局
　 産業振興課（☎51４-８４６1）

「多摩川・浅川クリーン作戦」に
ご参加ください
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第24回

隊士コンテスト会場での観覧者募集

手話を学び地域で生かしてみませんか

日時・内容・定員 右表の通り
会場 中央福祉センター、日野宿交流館
対象 高校生以上の市内在住・在勤・在学者※通訳養成
コースは1８歳以上７0歳未満
費用 テキスト・資料代実費
申込 通訳養成コースは４月9日㈮（必着）、コミュニケ
ーションコースは４月２0日㈫（必着）までに〒191-0011
日野本町７-5-２3日野市社会福祉協議会へはがき、ファ
クスまたは下記QRコードから。①受講希望クラス②
氏名（フリガナ）③住所④電話番号⑤生年月日⑥会社名
または学校名（市外在住者のみ）⑦受講理由⑧手話学習
歴を記入※申込多数の場合は抽選。結果は後日応募者
全員に通知
その他  応用実践クラス希望者は４月1７日㈯、基本クラ
ス希望者は４月２0日㈫に面接あり。いず
れも10:00から
問 日野市社会福祉協議会（☎5８２-２319　
FAX 5８3-9２05）

手話講習会受講者募集
■コミュニケーションコース

日程 時間 クラス 回数 対象 定員

5月19日～令和
４年3月２日の水
曜日

10:00～1２:00
入門 ２８ 初めて手話を学ぶ方 ２0人

基礎 31 1～2年程度の手話学
習経験者 1４人

■通訳養成コース
日程 時間 クラス 回数 対象 定員

5月1８日～令和
４年3月1日の火
曜日

10:00～1２:00 基本 33回 ２～3年程度の手話学習
経験者 15人

5月２２日～令和
４年3月5日の土
曜日

1４:00～1６:00 応用実践 31回 3年以上の手話学習経
験者 10人

10～11月の土曜
日 10:00～1２:00 試験対策 5回

手話通訳養成課程修了
者または同等の知識お
よび技術を有する者

８人

※  新型コロナウイルス感染状況によって日程変更・中止の場合あり。その際、テ
キスト代は返金不可

令和3年度

1016699ID

コース 日程 会場 内容 対象 申込先

邦楽研究グループ和歌紗会 6～11月末（全11回） 落川都営住宅地区セン
ターなど

琴・三味線・太鼓
の実技指導 幼稚園～高校生 森（☎592－5157）

豊田和装礼法親子教室 6～9月（全13回） 多摩平の森ふれあい館 きものの着装と礼
法（マナー）を学ぶ

小学3～ 6年生と保護者 上
かみ

圷
あくつ

（☎583－6776）

日野市東部和装礼法親子教室 6～9月（全12回）
東部会館

小学3～中学1年生と保護者 今野（☎592－1072）

いけばな「桃花会」 5～11月（全10回）
いけばなの歴史と
実技指導

保育園・幼稚園年長～小学
生 山本（☎582－0480）

いけばなグループ「ふあり」 7～令和4年1月（全
11回） 落川交流センターなど

小学生

北村（☎592－7526）

日野みなみ和装礼法親子教室 7～9月（全10回） 東部会館 きものの着装と礼
法（マナー）を学ぶ 坂田（☎090-3328-6002）

日野伝統文化こどもお筝教室 7～8月（全13回） 平山小 お筝の実技指導 村田（☎080-3129-4590）

日本に古くから受け継がれてきた伝統的な文
化を体験・習得してみませんか。伝統文化こども教室

日程・会場・内容・対象 下表の通り 申込 下表の申込先へ 

令和3年度

1007637ID 問 文化スポーツ課（☎ 51４-８４６２）

1016707ID
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