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講座

保育士就職支援研修・就職相
談会

1009997ID

日 9月11日㈯①就職支援研修（オ
ンライン開催）※就職相談会申
込者のみ視聴可。相談会までに
視聴を②午後2時～4時…就職相
談会場②武蔵野スイングホール

（武蔵野市）内①今日求められる
保育士像の講義など②民間保育
園によるブース出展対都内保育
園で就職を希望する保育士資格
をお持ちの方または資格取得見
込みの方他詳細は東京都保育人
材・保育所支援センター HP 参
照または問い合わせを問同セン
ター（☎03-５211-2912）

Z
ズ ー ム

oomおためし講座

日 9月17日㈮…入門編、21日㈫…
ステップアップ編※いずれも午
前10時～11時場自宅からZoom
で参加※入門編は会場参加（中
央福祉センター）あり。先着10
人申 EメールまたはQRコード
から。氏名、電話番号、希望日
時、参加方法（Zoomまたは会
場）、使用機器（パソコン・スマ
ートフォン・タブレット）を記
入問日野市ボランティア・セン
ター（☎042-５82-2318 hino-
vc@hinosuke.org）

カラーセラピー講座
（第1回）
日 9月16日㈭・18日㈯午後1時～
3時30分定申込制で各日先着10
人￥ 1,700円（材料費含む）申 電

話場・問勤労・青年会館（☎042-
５86-62５1）

生ごみ処理器～ダンボールコ
ンポスト使い方講習会

1011572ID

日 9月17日㈮午後2時から場新町
交流センター定申込制で先着10
人申電話問ごみゼロ推進課（☎
042-５81-0444）

みんなの環境セミナー・黒川
マイスター公開講座～トコロ
ジストになろう！

1017634ID

　トコロジストとは、「トコロ
（場所）」+「ジスト（～する人）」
＝その場所の専門家。トコロジ
ストになるコツを伝授します。
日 9月23日㈷午前10時～午後4時
場カワセミハウス、黒川清流公
園講箱田敦只氏（（公財）日本野
鳥の会トコロジスト）定申込制
で先着10人申 9月4日㈯から電話
※9月6日㈪・13日㈪・21日㈫を
除く午前9時～午後５時問カワセ
ミハウス（☎042-５81-1164）

普通救命講習
1002423ID

日 9月26日㈰午前9時～正午※毎
月第4日曜日に実施内心肺蘇生
法、AED の使用方法など定 申
込制で先着10人￥ 1,５00円(テキ
スト代 )申 電話場・問 日野消防
署（☎042-５81-0119）

パソコン講習会（10月）

日・内下表の通り対①以外は文
字入力ができる方￥ ①～⑨各
3,060円 ⑩～ ⑭ 各1,５30円 ⑮1,020

円※いずれもテキスト代含む他

個別指導(1時間1,５30円)あり申

9月22日㈬(必着)までに〒191-
0011日野本町2-4-7日野市シルバ
ー人材センター PC教室係へは
がきまたはQRコードから。希
望講座名と番号、住所、氏名、
電話番号、OS(分かる方)を記
入場・問同センター (☎042-５81-
8171)

仕事と子育てを両立したい方
のためのパソコン講習

1017633ID

日 10月6日㈬～8日㈮午前10時1５
分～午後4時1５分場 多摩平の森
ふれあい館内ワード・エクセル
の基礎知識、職務経歴書・自己
PR書の作成など対週20時間以
上の就業または自営をしていな
い、早期に再就職を目指してい

る3日間受講可能な方定申込制
で先着10人他 10月6日時点で生
後3カ月～未就学児（先着５人）の
保育あり。9月24日㈮までに申
し込み申 9月1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）

生活援助型スタッフ研修
1008669ID

日 10月7日㈭・8日㈮午前9時30
分～午後4時30分※2日目にお仕
事相談会あり場 新町交流セン
ター内生活援助の基本、家事支
援など対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
方は不可定 申込制で先着５0人
申 9月10日㈮午前9時から電話
またはメールフォーム（http://
www.onetoone-best.net/
hino202110）で問㈱One to One
福祉教育学院（☎03-6423-1５1５※
土曜・日曜日、祝日を除く午前
9時～午後５時）

庭木の手入れ講習会

日 10月8日㈮午前9時30分～11時
30分場 緑化交流センター講 大
西健之氏（日野緑進会）定申込制
で先着20人申 9月3日㈮午前8時
30分から電話問（公財）日野市環
境緑化協会（☎042-５8５-4740）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座

1016630ID

日 10月16日㈯午後1時30分～4時
30分場多摩平の森ふれあい館※

直接会場へ内トラウマと向き合
う方法を知ろう講 Shiori 氏（レ
ジリエンスファシリテーター養
成講座修了・保育士・社会福祉
士）など他 1歳～未就学児の保
育、手話通訳あり※10月５日㈫
までに電話またはファクスで申
し込み問平和と人権課（☎042-
５84-2733 FAX 042-５84-2748）

ひとり親支援セミナー～離婚
後の子どもの心育て

1013075ID

日 10月23日㈯午前10時～正午場

福祉支援センター講 渡辺久子
氏（日本乳幼児精神保健学会長）
他 1歳6カ月～未就学児の保育あ
り（先着3人）。9月21日㈫までに
申し込み申電話またはEメール

（ s-net@city.hino.lg.jp）問
セーフティネットコールセンタ
ー（☎042-５14-8５46）

あなたの肺年齢は何歳です
か？

1017860ID

日 11月21日㈰午後1時30分～3時
場 平山交流センター内COPD

（慢性閉塞性肺疾患）について学
ぼう講関根隆氏（関根クリニッ
ク）定申込制で先着3５人申 11月
19日㈮までに電話またはEメー
ル（ kenkou@city.hino.lg.
jp）問健康課（☎042-５81-4111）

施設

多摩平交流センター集会室4・
5・6および調理室の予約を再
開

1005905ID

　10～12月分の予約を停止して

いましたが、予約ができるよう
になります。10・11月分は、9月
10日㈮午前10時から予約システ
ムで予約が可能です（抽選はあ
りません）。12月分は、9月1日㈬
から予約システムで抽選申し込
みが可能です。
問地域協働課（☎042-５81-4112）

新選組のふるさと歴史館臨時
休館

1017652ID

　9月7日㈫・8日㈬は施設整備
などのため、臨時休館します。
問新選組のふるさと歴史館（☎
042-５83-５100）

平山季
すえ

重
し げ

ふれあい館臨時休館

1017523ID

　9月27日㈪は定期清掃などの
ため、全館臨時休館します。
問平山図書館（☎042-５91-7772）、
地域協働課（☎042-５81-4112）

東部会館プール臨時休業

1000974ID

　9月28日㈫・29日㈬は定期清掃
のため、プールのみ休業します。
問同会館温水プール（☎042-５83-
５266※午前9時30分～午後8時30
分）

万願寺交流センター臨時休館

1010075ID

10月2日㈯は全館清掃のため、
臨時休館します。
問NPO法人日野子育てパートナ
ーの会（☎042-５87-6276※土曜・
日曜日を除く午前9時～午後５時）

番号・講座名 10月の講習会日時
①  初めてのパソコン
（基本操作）

23日㈯・30日㈯ 
午後1時～3時

②  Word-1～文字変
換など

8日㈮・1５日㈮ 
午前10時～正午

③  Word-2～文章作
成など

22日㈮・29日㈮ 
午前10時～正午

④  Word-3～地図・
写真入り案内の
作成など

10日㈰・17日㈰ 
午前10時～正午

⑤  Word-4～ふりが
ななど

24日㈰・ 31日㈰ 
午前10時～正午

⑥  Excel-1～基本操
作など

16日㈯・23日㈯ 
午前10時～正午

⑦  Excel-2～グラフ
の変更など

30日㈯、11月6日㈯ 
午前10時～正午

⑧  パワーポイント 2日㈯・9日㈯ 
午前10時～正午

⑨  Google・G メ ー
ルの使い方

22日㈮・29日㈮ 
午後1時～3時

⑩  Excelマクロ入門 2日㈯ 午後1時～3時
⑪  年賀はがき作成 9日㈯ 午後1時～3時
⑫  はがき宛名印刷 16日㈯ 午後1時～3時
⑬  カレンダー作り 1日㈮ 午前10時～正午
⑭  タイムラプス動画

の作成
3日㈰ 

午前10時～正午
⑮  スマートフォン
　 （お持ちの方）～基

本操作

17日㈰ 
午後1時～3時
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