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新型コロナ

傷病手当金を支給
1014425ID 1014574ID

内支給要件…令和2年1月1日〜4
年６月30日において、労務に服す
ることができなくなった日から
起算して3日を経過した日から労
務に服することができない期間
※入院が継続する場合などは健
康保険と同様に最長1年６カ月ま
で対新型コロナウイルス感染症
に感染したまたは発熱などの症
状があり感染が疑われる被用者
のうち、日野市国民健康保険また
は後期高齢者医療制度の被保険
者￥支給額…直近の継続した3カ
月間の給与収入の合計額を就労
日数で除した金額の3分の2に、労
務に服することができない日数を
乗じた額問保険年金課（国民健康
保険…☎042-５14-８27６、後期高齢
者医療制度…☎042-５14-８293）

高齢者

シルバー人材センター
入会案内説明会
日 4月7日㈭午前10時〜正午場生
活・保健センター対 ６0歳以上の
方申電話問日野市シルバー人材
センター（☎042-５８1-８171）

日野団塊世代広場の募
集 1005641ID

日毎週火曜・土曜日午前10時〜
午後2時場平山台健康・市民支
援センター内パソコン教室、ス
マホ講習会、シニア相談窓口、
百草山の保全活動など他詳細は
問い合わせを問日野団塊世代広

場（☎042-８43-８723※火曜・土曜
日午前10時〜午後2時）

講座

パソコン講習会（5月）

日・内下表の通り対文字入力が
できる方￥①〜⑨各3,0６0円⑩⑪
1,５30円⑫⑬1,020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 4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）

番号・講座名 日時
①�Word-1
　〜文字変換など

7日㈯・14日㈯
午前10時〜正午

②�Word-2
　〜文章作成など

21日㈯・2８日㈯
午前10時〜正午

③�Word-3〜地図・写真
入り案内の作成など

６日㈮・13日㈮
午後1時〜3時

④�Word-4
　〜ページ番号など

20日㈮・27日㈮
午後1時〜3時

⑤�Excel-1
　〜基本操作など

7日㈯・14日㈯
午後1時〜3時

⑥�Excel-2
　〜グラフの変更など

21日㈯・2８日㈯
午後1時〜3時

⑦�Excel-3
　〜複合グラフなど

1日㈰・８日㈰
午前10時〜正午

⑧�Excel�VBA
〜タイマー・ストッ
プウォッチを組む

1５日㈰・22日㈰
午後1時〜3時

⑨�デジカメ応用
　〜写真の加工など

６日㈮・13日㈮
午前10時〜正午

⑩�Wordでイラスト
　〜あじさいなど

27日㈮
午前10時〜正午

⑪�名刺作成 1日㈰
午後1時〜3時

⑫�スマートフォン（お持
ちの方）〜基本操作

1５日㈰
午前10時〜正午

⑬�スマートフォン（お持
ちの方）〜アプリのダ
ウンロードと使い方

29日㈰
午後1時〜3時

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30
分〜10時30分と午前11時〜正午
場同会館集会室定申込制で各回
先着５人￥ ５回で５,５00円のチケッ
ト購入制申電話問同会館温水プ
ール（☎042-５８3-５2６６※午前9時30
分〜午後８時30分）

Zoomおためし講座

日・内①入門編…4月21日㈭②ス
テップアップ編…4月22日㈮いず
れも午後2時〜3時場 自宅から
Zoomで参加※①は会場参加（中
央福祉センター）あり。先着10人
申Eメール（ hino-vc@hinosuke.
org）またはQRコードから。氏名、
電話番号、希望日、参加方法（自
宅または会場）、使用機器（PC・
スマホ・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）

ひの21世紀みらい塾登
録講師募集 1016562ID

　市民の皆さまの生涯学習活動
をお手伝いするボランティアの
市民講師を募集します。自分の
得意な分野で教えてみたいとい
う方はご登録ください。生涯学
習課では学びたい方との仲介を
します。詳細は市HPをご確認く
ださい。
他 4月1５日㈮までに登録された方
は、令和4年度版紹介冊子に掲載
予定問 生涯学習課（☎042-５14-
８7６５� FAX 042-５８3-9６８4）

黒川マイスター講座受
講生募集 1008074ID

日 ５月2８日㈯〜令和５年3月1８日㈯
（全11回）場黒川清流公園、カワセ
ミハウス内黒川清流公園の魅力
を伝え、自然環境の豊かさを広め
る対大学生以上の市内在住・在
勤・在学者で講座に８割以上出席
でき、修了後に活動する意欲のあ
る方定 申込制で先着10人他 ８割
以上の講座出席者には、最終日
に黒川マイスター（Basic）認定証
とバッチをお渡し申 4月６日㈬〜22
日㈮に電話※月曜日を除く午前9
時〜午後５時問カワセミハウス（☎
042-５８1-11６4）

市民環境大学第14期
受講生募集 1013484ID

日前期…５月12日〜7月14日（全10
回）、後期…10月６日〜12月1５日（全
10回）※いずれも毎週木曜日午前
10時〜正午※11月3日㈷を除く場

カワセミハウス内身近な環境か
ら地球環境までを学ぶ。黒川清
流公園の四季を楽しむフィールド
ワーク対 1８歳以上の市内在住・在
勤・在学者定申込制で先着20人
申 4月６日㈬〜2６日㈫に電話※月
曜日を除く午前9時〜午後５時
場・問カワセミハウス（☎042-５８1-
11６4）

令和4年度手話講習会
受講生募集 1016707ID

日詳細は市 HP 参照場中央福祉
センター、日野宿交流館対高校
生以上の市内在住・在勤・在学
者※通訳養成コースは1８〜６9歳
定コミュニケーションコース…
入門クラス（昼・夜）各20人、基
礎クラス（昼・夜）各14人。通訳

養成コース…基本クラス（昼・夜）
各1５人、応用実践クラス（昼）10
人、試験対策クラス（昼）８人￥テ
キスト・資料代実費他基本クラ
ス、応用実践クラス受講希望者
は4月2６日㈫に面談あり。昼クラ
ス受講者は午前10時から、夜ク
ラス受講者は午後7時から申通
訳養成コース…4月1８日㈪（必着）、
コミュニケーションコース…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
議会へ郵送、ファクスまたは上
記QRコードから①受講希望クラ
ス②氏名（フリガナ）③生年月日
④住所⑤電話番号⑥Eメールア
ドレス⑦会社名または学校名（市
外在住者のみ）⑧受講理由⑨手
話学習歴⑩保育希望の有無を記
入※コミュニケーションコース
は申込多数の場合抽選。結果は
後日申込者全員に通知問日野市
社会福祉協議会（☎042-５８2-2319�
FAX 042-５８3-920５）

健康・検診

健康づくり推進員ウオーキン
ググループ
1019306ID

日 4月13日㈬午前9時30分日野駅
改札口集合、正午甲州街道駅解
散※雨天中止内コース…中央福
祉センター〜立日橋〜多摩川緑
地〜残堀川〜普

ふ

濟
さい

寺
じ

〜根川緑道
〜日野橋（６㌔）定申込制で先着20
人申 4月4日㈪午前9時〜7日㈭に
電話問健康課（☎042-５８1-4111）

医師によるまちの在宅
医療相談会 1019197ID

日 4月1５日㈮午後2時〜4時場多摩

平交流センター対在宅医療・自
宅でのみとりを考えている方定

申込制で先着4人申 4月1日㈮〜13
日㈬に電話問 在宅療養支援課
（☎042-５14-８1８9）

しごと

東京しごとセンター多摩の就
業支援（4月）
1003501ID

日①4月13日㈬午後1時〜4時30分
②1５日㈮午後1時〜4時場①京王
プラザホテル八王子（八王子市）
②たましんRISURUホール（立川
市）内①合同企業説明会②地域
就職面接会対①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 先着①100人②５0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
（4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 4月10日㈰まで問同校（☎042-
3６7-８204）
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