
市政のお知らせ・催し 日とき場ところ内内容講講師対対象定定員￥費用持持ち物他その他・注意事項申申し込み問問い合わせ

しごと

4月開始～中小企業者事業承
継・引き継ぎ個別相談
1018809ID

日原則毎月第３火曜日午後1時３0
分～３時と午後３時～4時３0分場 Pl
anT（多摩平の森産業連携センタ
ー）講東京都多摩地域事業承継・
引継ぎ支援センター専門相談員
対中小企業者定申込制で先着2
枠申開催日の1週間前までに電
話問産業振興課（☎042-514-81３
4）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（３月）
1003501ID

日①３月11日㈮午前10時～正午②
11日㈮午後1時～4時③16日㈬午後
0時３0分～4時場ホテルエミシア
東京立川（立川市）内①面接会直
前対策セミナー②地域就職面接
会③しごたま就活フェア202３対

①②おおむね55歳以上③令和5
年３月卒業予定の学生および既卒
３年以内の方定①３0人②③先着
100人他申込方法など詳細は同
センター HP 参照問同センター
（☎042-３29-4524）

キャリアアップ講習募
集科目（３月） 1008142ID

内資格試験の受験対策講習など
対中小企業に在職中の都内在
住・在勤者他詳細は多摩職業能
力開発センター府中校 HP 参照
申 ３月10日㈭まで問同校（☎042-
３67-8204）

PlanTビジネスカフェ
vol.7 1009883ID

日 4月12日㈫午後6時～7時内経
営者マインドを学ぶ講小倉裕美
氏（㈱アコス代表取締役会長）定

申込制で先着20人申PlanT（多摩
平の森産業連携センター）HPか
ら場・問 PlanT（☎042-84３-３215）

八王子新卒応援ハローワーク
による学生サポート 
1010271ID

　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。詳細は同施
設 HPをご覧ください。
問同施設（☎042-6３1-9505※土曜・
日曜日、祝日を除く午前10時～
午後6時）

ハローワーク八王子による巡
回相談
1003811ID

日原則毎週木曜日午後1時～4時
対住居・生活に困っており、早期
に就職したいという意欲がある
方他予約制。相談日など詳細は
問い合わせを問セーフティネット
コールセンター（☎042-514-8574）

（一社）勤労者福祉サー
ビスセンター会員募集
内中小企業の従業員の福利厚生
￥一人当たり月500円問同セン
ター（☎042-581-6711）

スポーツ

平山台文化スポーツク
ラブから 1003186ID

▶ソフトエアロビクス

日毎週金曜日午後2時～３時３0分
場平山台健康・市民支援センタ
ー講星野佳代子氏（公認指導員）
￥ 600円※会員３00円

▶太極拳
日毎週木曜・金曜日午前10時～
11時３0分場平山台健康・市民支
援センター講古賀眞知子氏・大
平弘子氏（いずれも公認指導員）
￥ 600円※会員250円

▶山歩き～裏高尾丘陵・草戸山　
（12㌔）

日 ３月22日㈫午前8時京王線高尾
山口駅改札前集合、午後３時JR高
尾駅解散￥ 600円※交通費別途。
弁当持参
　いずれも申電話、ファクスまた
はＥメール問同クラブ（☎・FAX

042-506-9979 hirayamadai
@hop.ocn.ne.jp）

パラアスリート講演会
1018696ID

日 ３月5日㈯午後1時～1時３0分場

市民の森ふれあいホール※直接
会場へ 講窪野一輝氏（水泳選手
あいおいニッセイ同和損保㈱所
属）定先着３0人問文化スポーツ
課（☎042-514-8465）

市民体育大会～少年軟式野球
兼少年軟式野球連盟春
季大会 1018863ID

日 4月17日から毎週日曜日場万願
寺中央公園グラウンドなど対市
内在住・在学者で構成された小・
中学生チーム￥ 1チーム2,000円※
4月2日㈯午後6時から中央福祉セ
ンターで開催の主将会議で徴収
申 ３月20日㈰午後5時（必着）まで
に〒191-0011日野本町7121日野市
体育協会事務局へ申込用紙（少年

軟式野球連盟 HP から ダウンロード

可）を郵送または持参問同連盟
（熊谷☎090-22３9-9３48）、同事務
局（☎042-582-5770）

スポーツ教室のご案内
1007298ID

▶初心者少年野球教室
日 4月1３日～10月のおおむね水曜
日午後2時３0分から※1時間～1時
間３0分（全18回）場 万願寺中央公
園グラウンド講日野市少年軟式
野球連盟指導者対幼稚園年中～
小学３年生￥ 7,000円（保険料含む）
※初回時に徴収

▶初心者サッカー教室
日 4月9日～令和5年2月のおおむ
ね土曜日午前8時３0分から※1時
間～1時間３0分（全20回）場浅川ス
ポーツ公園グラウンドなど講サ
ッカー協会指導資格者対幼稚園
年中～小学2年生￥ 8,000円（保険
料含む）※初回時に徴収
　いずれも定申込制で先着３0人
申電話問グラウンド等指定管理
者㈱フクシ・エンタープライズ
（☎042-514-9178）

子ども

豊田小学校東校舎が
完成 1018880ID

　教育環境向上を目的として約2
年にわたり進めてきた工事が、
多くの方々のご理解・ご協力に
より完了しました。詳細は市 HP

をご覧ください。
問庶務課（☎042-514-8698）

令和３年度教育委員会
1016529ID

▶第12回定例会開催

日 ３月11日㈮午後2時から※傍聴
の可否は市 HPなどで確認を

▶ 第10回定例会（1月13日開催）議
事録公開
内協議事項…2件、報告事項…2件
　いずれも問庶務課（☎042-514-
8692）

交流農園～市民親子野菜塾参
加者募集
1009234ID

日 4月３日㈰、5月15日㈰、6月5日
㈰、7月３日㈰午前10時～正午（全
4回）※天候により日程変更あり
場七ツ塚ファーマーズセンター
内ジャガイモ、葉物野菜の栽培
など講NPO法人日

ひ

野
の

人
びと

・援農の
会対小学校低学年の児童と保護
者定 申込制で先着7組￥ 1人500
円（保険代）申同会へ来所、ファ
クスまたはＥメール（ FAX 042-
849-2092 hinobito-ennou@
jcom.zaq.ne.jp）で。住所、氏名、
電話番号を記入問都市農業振興
課（☎042-514-8447）

講座

日野市家庭教育学級講
座 1019074ID

▶北欧デンマークの親子関係と子
育て（オンライン）
日 ３月6日㈰午後３時～ 4時３0分場

Ｚｏｏｍ講ピーダーセン海老原さ
やか氏（デンマーク在住）対小・中
学生の保護者申 ３月4日㈮までに
ひの社会教育センターへＥメール
（ katei@hino-shakyo.com）
▶親子で公園さんぽ
春のしぜん探索Labo（体験型）
日 ３月12日㈯午後1時～３時場ひの
社会教育センター（多摩平）とそ

の周辺講森田弘文氏（日本女子
大学非常勤講師）対小学生とそ
の保護者定申込制で10組（20人）
※申込多数の場合は抽選申 ３月5
日㈯までに同センターへＥメール
（ katei@hino-shakyo.com）
　いずれも問生涯学習課
（☎042-514-8765）

第18期雑木林ボランティア育
成講座
1018861ID

日 5月～令和5年３月（全11回）内雑
木林を保全するための基本的な
技術や知識を学ぶ対講座に8割
以上出席できる大学生以上の市
内在住・在勤・在学者定申込制
で先着20人￥ 2,000円程度（ヘル
メット代）他 8割以上の出席者に
は修了式で市独自の日野市雑木
林管理士の修了証を授与申 ３月
17日㈭～4月8日㈮午前9時～午後
5時15分に電話問緑と清流課（☎
042-514-8３07）

援農・野菜栽培塾9期
生募集 1008146ID

日 ３～12月の原則第2・第4日曜日
午前場七ツ塚ファーマーズセン
ター講NPO法人日

ひ

野
の

人
びと

・援農の
会対通年参加でき、３月1３日㈰の
説明会に必ず参加できる方定申
込制で先着8人￥ 1,000円（保険料、
収穫祭など）申同会へ電話また
はＥメール（☎042-849-2092
hinobito-ennou@jcom.zaq.
ne.jp）※電話の場合は第1・第３
火曜、第2・第4水曜日の午後2時
～4時３0分問都市農業振興課（☎
042-514-8447）

▲申し込み
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