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障害のある方

（社福）おおぞら やまばと新
規利用者・ボランティ
ア募集 1003753ID

内絵てがみや籐工芸、音楽療法
士による活動、リズム体操・軽
体操などの活動対障害がある1８
〜 ６4歳の方※随時、見学も受け
付け他ボランティアなどの詳細
はおおぞらHP 参照問やまばと
（☎042-５８2-3400� FAX 042-５８2-
3302）

しごと

キャリアアップ講習募集科目
（６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 ６月10日㈮まで問同校（☎042-
3６7-８204）

東京しごとセンター多摩の就
業支援 

1003501ID

内 合同企業説明会直前セミナ
ー、合同企業説明会など多数他

詳細は同センター HP 参照問同
センター（☎042-329-4５24）

PlanT ビ ジ ネ ス セ ミ
ナー～必然性から起業
を考える 1003487ID

日 ６月2５日㈯午前10時30分〜午後
0時30分講諏訪兼久氏（フロンテ
ィアマーケット㈱代表取締役）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）

高齢者

シルバー人材センター入会案
内説明会
日①６月3日㈮午前10時〜正午②
22日㈬午前9時30分〜正午場 ①
生活・保健センター②日野市シ
ルバー人材センター対 ６0歳以上
の方※②は女性限定定申込制で
先着①2５人②1６人申電話問日野
市シルバー人材センター（☎042-
５８1-８171）

程久保うたごえパーク 
1019662ID

日 7月9日㈯午前10時〜11時講音
楽アンサンブル「ジュビア」対お
おむね６0歳以上の方定申込制で
先着10人申 ６月3日㈮午前9時から
電話または来館※月曜日を除く
場・問中央公民館高幡台分室（☎
042-５92-0８６4）

スポーツ

スポーツ推進委員会か
ら 1007298ID

▶スポーツ体験会
日 ６月12日㈰午前9時30分〜11時
40分※雨天中止場仲田小※直接
会場へ。駐車場なし内グラウン
ド・ゴルフ体験持飲み物、汗拭
きタオル

▶ちょこっとウオーキング～体力
測定ウオーキング
日 ６月19日㈰午前9時〜11時4５分（ウ
オーキングは午前9時〜9時30分、
体力測定のみは10時〜11時30分
に受け付け）※平山台健康・市民
支援センター体育館前広場で受
け付け後に随時スタート、随時

解散。直接集合場所へ。荒天中
止内コース…平山1丁目〜おくや
ま公園〜平山緑地（約3.６㌔）※ウ
オーキング後に体力測定。階段、
坂道あり持飲み物、汗拭きタオ
ル、雨具
　いずれも対運動の制限を受け
ていない方他動きやすい服装、
運動靴で参加を。自宅での朝の
検温、マスクの着用を問文化ス
ポーツ課（☎042-５14-８4６５）

サッカー 4級審判取得
講習会 1008275ID

日 ６月19日㈰午前9時30分〜午後
4時場午前…市民の森ふれあい
ホール（講義）、午後…市民陸上
競技場（実技）内詳細は要項・申
込書（市役所3階文化スポーツ課
にあり、市 HPから ダウンロード 可）
参照対市内在住・在勤・在学者
定申込制で先着40人￥ ８,000円※
ユース、ジュニアユース５,000円（登
録料含む）申 ６月10日㈮（必着）まで
に〒191-0032三沢4-2-7-3-401日野
市サッカー連盟へ申込書を郵送
問同連盟（上島☎090-８497-2５５7）

市民体育大会 
1003171ID

▶ソフトボール競技
日 ６月19日から毎週日曜日場 実
践女子学園グラウンド、万願寺
中央公園グラウンド対市内在住・
在勤・在学者で構成されたチー
ム￥1チーム2,５00円※６月５日㈰午
後６時〜7時に中央公民館で徴収
他詳細は要項（市役所3階文化ス
ポーツ課、日野市ソフトボール
連盟 HPにあり）参照。監督会議
は中止。組み合わせは同連盟で
代理抽選し、同連盟 HP に掲載
申 ６月５日まで

▶テコンドー競技
日 7月3日㈰午前10時20分〜午後
６時場南平体育館対市内在住・
在勤（および在勤者の家族）・在
学者￥ 1,000円※保険代を除く他

詳細は要項（市役所3階文化スポ
ーツ課、日野市体育協会 HPにあ
り）参照申 ６月4日㈯まで

▶アクアスロン競技
日 7月17日㈰※荒天中止場日野
市民プール、浅川河川敷内A…
スイム1５0㍍、ラン1㌔、B…スイ
ム300㍍、ラン2㌔、C…スイム7５
㍍、ラン1㌔※Cのスイムは親子
リレー方式対小学生以上の方￥

1,000円※小・中学生５00円、親子
1,000円他詳細は要項（市役所3階
文化スポーツ課、日野アクアス
ロン大会 HP にあり）参照申 ６月
30日㈭まで
　いずれも問日野市体育協会事
務局（☎042-５８2-５770）

子ども

日野市高校生奨学金
1017013ID

対次のすべてに該当する方①高
等学校などに在学し、学習意欲
があり、生活態度が健全である
②本人と保護者が令和3年10月1
日から日野市内に在住している
③他の奨学金の給付を受けてい
ない④保護者の所得の合計額が
制限以下※前年度の奨学生も改
めて申請が必要￥支給額…月額
1万円（年12万円）申 ６月10日㈮〜
30日㈭に市役所５階庶務課へ申請
書（６月1日㈬から庶務課で配布、
市 HPから ダウンロード 可）、奨学生
推薦書などを持参※11日㈯、日
曜日を除く問庶務課（☎042-５14-
８６92）

令和4年度教育委員会
1019227ID

▶第3回定例会開催
日 ６月1６日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HPで確認を

▶ 第1回定例会（4月14日開催）
議事録公開
内 議案…7件、協議事項…1件、
報告事項…4件
　いずれも問庶務課（☎042-５14-
８６92）

市民プールイベント
1008562ID

▶①水生生物救出大作戦
日 ６月2６日㈰午後1時30分から1時
間程度※荒天中止内ヤゴやオタ
マジャクシなどの水生生物採集
定申込制で20組

▶②着衣泳教室
日 7月10日㈰午後2時から1時間程
度※荒天中止内川・海でのサバ
イバル術定申込制で10組
　いずれも場日野市民プール対

小学生とその保護者申 ①６月10
日㈮（必着）②23日㈭（必着）まで
に〒191-001５川辺堀之内190日野
市民プールに 往復はがき で。往信用
裏面にイベント名、お子さまの氏
名・年齢、電話番号を、返信用表
面に郵便番号、住所、氏名を記入
※申込多数の場合は抽選。①14日
㈫以降②2５日㈯以降に発表問文
化スポーツ課（☎042-５14-８4６５）

子ども昆虫教室
日 7月9日㈯午前10時〜正午場緑
化交流センター（神明）講中村芳
樹氏（元日本甲虫学会会員）、森
川正昭氏（日野の自然を守る会）
対 小学生定 申込制で先着1５人
申 ６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）

ひのいきいき体験
自然散策・木工教室

1006057ID

日①８月9日㈫②19日㈮いずれも
午前7時30分高幡不動尊駐車場
または7時4５分多摩平第一公園横
集合、午後５時以降順次同所解散
※バス移動場東京都檜原都民の
森内動植物などの観察、自然散
策、ペン立て・ティッシュ箱・
巣箱（５年生以上）の中から一つ制
作対市内在住の小学4〜６年生※
保護者の参加不可定申込制で各
日20人※申込多数の場合は抽選
￥ 300〜６00円（木工教室材料費）
申 ６月20日㈪（消印有効）までに〒
191-８６８６日野市役所子育て課ひ
のいきいき体験担当へ はがき で（1
人につき1枚）。氏名（ふりがな）、
性別、住所、電話番号、学校名、
学年、希望日（第2希望まで可）、
希望の集合場所、希望する木工
作品（上記のうち一つ）を記入問

子育て課（☎042-５14-８５79）

子ども体験塾～トイ・トイ　
オーケストラ！

1019756ID

日 ８月19日㈮午後2時〜3時30分
場 J：COMホール八王子（八王子
市）内東京シティ・フィルハーモ
ニック管弦楽団による演奏など
対日野・八王子市在住・在学の
4〜1８歳の方と保護者※小学生以
下は保護者同伴定申込制で1,５00
人※申込多数の場合は抽選￥

６00円申 7月13日㈬（必着）までに
QRコードまたは はがき ※詳細は
八王子市学園都市文化ふれあい
財団 HP 参照問 同財団（☎042-
６21-300５）
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