
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

SDGs大学～ SDGs宣言作成
ワークショップ
1003487ID

日 7月26日㈫、8月25日㈭、9月29
日㈭午後4時～6時（全3回）講五十
嵐朋人氏（三井住友海上火災保
険㈱）対市内中小企業事業者定
申込制で先着20人※1社2人まで
申 PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）HP から場・問 PlanT（☎
042-843-3215）

第13期日野市創業スクール受
講生募集
1017506ID

日 8月20日㈯・27日㈯、9月3日㈯・
17日㈯、10月1日㈯午後1時～5時
場PlanT（多摩平の森産業連携セ
ンター）内創業に必要な知識の習
得と人脈を構築し、実践的なビジ
ネスプランの作成を目指す。最
終日にビジネスプラン発表会あ
り定申込制で先着12人￥ 5,000円
（全5回）申 7月15日㈮からたまし
ん HP 受付フォームまたは市産
業振興課へ電話問 産業振興課
（☎042-514-8442）

東京しごとセンター多摩の就
業支援
1003501ID

▶地域就職面接会
日 7月15日㈮午後1時～4時場新町
交流センター定申込制で先着50
人程度申 7月1日㈮午前9時から
▶“知らなかった”じゃもったいない
しごと探しのおさらい講座in日野
日 8月2日㈫午前10時～正午場イ
オンモール多摩平の森対求職中

の女性内①講座②個別相談会定
申込制で①先着40人程度②10人
　いずれも他詳細は問い合わせ
を問同センター（☎042-329-4524）

八王子・日野就職面接
会 1010271ID

日 7月15日㈮午後1時30分～4時場
八王子オクトーレ（八王子市）対
日野市・八王子市内で求職中、
転職を希望する方など持ハロー
ワークの紹介状、履歴書（写真貼
付）他詳細は問い合わせを問ハロ
ーワーク八王子（☎042-648-8634）

生活援助型スタッフ
研修 1008669ID

日 8月15日㈪・16日㈫午前9時30
分～午後4時30分※2日目にお仕
事相談会あり場市役所5階505会
議室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※ヘルパー資格取得
者、18歳未満の方は不可定申込
制で先着50人申 8月1日㈪午前9
時から電話またはQRコードで
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）

防衛省自衛官等募集
1005410ID

▶一般曹候補生
対 18～33歳未満申 9月5日㈪まで

▶航空学生（①航空②海上）
対高卒（見込み含む）①18～21歳
未満②18～23歳未満申 9月8日㈭
まで
▶防衛大学校
対高卒（見込み含む）18～21歳未
満申 10月26日㈬まで

▶防衛医科大学校（①医学科②看
護学科）
対高卒（見込み含む）18～21歳未
満申①10月12日㈬まで②10月5日
㈬まで
▶自衛官候補生
対 18～33歳未満
　いずれも他詳細は問い合わせ
を問自衛隊八王子地域事務所
（☎042-644-8157）

スポーツ

スポーツ推進委員会ちょこっと
ウオーキング～真夏のブルー
ベリーウオーキング
1012006ID

日 8月7日㈰午前8時30分～9時45
分イオンモール多摩平の森内の
森のステージゲート集合※受け
付け後、グループで順次スター
ト。最終ゴール時間は11時30分ま
で。雨天中止内コース…多摩平
の森～泉塚北～日野中央公園（ゴ
ール）～日清園（ブルーベリー狩
り）定申込制で50人※申込多数の
場合は抽選￥ 250円（ブルーベリ
ー狩り代※カップ1杯程度）他ウ
オーキングのみの参加も可※直
接集合場所へ申 7月20日㈬（必着）
までに〒191-8686日野市役所文化
スポーツ課へ 往復はがき で。往信用
裏面に氏名、住所、年齢、電話
番号（家族、グループでの参加は
全員分）を、返信用表面に郵便番
号、住所、氏名を記入※抽選結果
は代表者へ通知問文化スポーツ
課（☎042-514-8465）

市民体育大会
1003171ID

▶軟式野球競技

日 9月4日から毎週日曜日場多摩
川グラウンド￥ 1チーム9,000円※
7月23日㈯午後5時～7時30分、24
日㈰午前9時～正午に申込書と参
加費を多摩川グラウンド管理棟
へ持参他詳細は要項（市役所3階
文化スポーツ課、市民陸上競技
場、日野市軟式野球連盟 HPにあ
り）参照問日野市軟式野球連盟
（☎080-2038-3493）
▶サッカー競技
日 9月19日からの土曜・日曜日、祝
日場市民陸上競技場内年代など
に応じた複数の部対 S4級以上の
審判員が在籍の市内在住・在勤・
在学者で構成されたチーム￥ 1チ
ーム12,000円※小・中学生、女子
は6,000円。7月30日㈯午後7時か
らの代表者会議で徴収申申込書
（日野市体育協会 HPにあり）をE
メール（ simin_taikai@yahoo. 
co.jp）問日野市体育協会事務局
（☎042-582-5770）
▶水泳競技
日 8月28日㈰午前9時から場日野
市民プール内年代に応じた複数
の部でのタイムレース決勝（8レー
ン使用）対市内在住・在勤・在学
者￥1種目300円※リレーは1,000円
申 7月15日㈮午後2時～8時、16日
㈯午後2時～4時に参加費を生活・
保健センターへ持参問日野市体
育協会事務局（☎042-582-5770）

障害者スポーツ体験教
室 1016636ID

日 7月12日㈫、8月30日㈫、9月13
日㈫午後2時～4時場市民の森ふ
れあいホール※直接会場へ講東
京ヴェルディ㈱普及コーチ対障
害の有無にかかわらず行き帰り
が自力で行える小学生以上の市

内在住・在勤・在学者定先着30
人他種目は市 HP 参照問文化ス
ポーツ課（☎042-514-8465）

市民プールからのお知
らせ 1000993ID

▶営業日時のご案内
日 7月21日㈭～8月31日㈬午前9時
～午後5時※7月21日・25日㈪～27
日㈬は午後1時から内 50㍍、25㍍、
直径10㍍円形幼児用プール対市
内在住・在勤・在学者￥ 3時間
200円※中学生以下100円他混雑
時、入場規制を行う場合あり
▶こども水泳教室
日・内 7月25日㈪～27日㈬①初級
…午前11時～正午②中級…正午
～午後1時※荒天中止対市内在
住・在学の児童で①顔まで水に
潜れること②蹴伸びができるこ
と定申込制で各級10人※申込多
数の場合は抽選￥ 500円※別途ロ
ッカー代100円 申 7月17日㈰（必
着）までに〒191-0015川辺堀之内
190日野市民プールへ 往復はがき で。
往信用裏面にイベント名（初級・
中級の区分）、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※抽選結果は7
月20日㈬以降にはがきで通知
　いずれも問シンコースポーツ
㈱（☎042-583-5440※オープン期
間中のみ）

東京2020パラリンピッ
ク1周年記念イベント
日 8月24日㈬第一部…午前9時30
分開場、第二部…午後4時開場（予
定）場有明アリーナ（江東区）内日
本代表チームによる車いすバス
ケットボールの国際エキシビショ
ンマッチなど定申込制で各部約

8,000人※申込多数の場合は抽選
他申し込み方法など詳細はQR
コードから
問 事業事務
局（☎03-680
5-0167）

東京ヴェルディ日野市
民観戦デー 1017957ID

日 7月16日㈯午後6時キックオフ
場味の素スタジアム（調布市）内
対戦相手…徳島ヴォル
ティス￥ 招待…小・中
学生・U22・シルバーの
ホーム自由席は無料。
優待…一般のホーム自
由席は1,000円。バック
B席は小・中学生500円、22歳以
下と満65歳以上は1,000円、一般
席は1,500円申 Jリーグチケットの
無料登録後、6月25日㈯正午～7
月15日㈮に上記QRコードの優待
チケット・招待チケット各ページ
から問市文化スポーツ課（☎042-
514-8465）、東京ヴェルディチケ
ット事務局（☎03-3512-1969）

日野フェスタinジャイ
アンツ球場2022
1012047ID ▲特設

日 8月6日㈯午後4時から※雨天中
止場読売ジャイアンツ球場（川崎
市）内読売ジャイアンツ対東京ヤ
クルトスワローズ2軍試合。その
他お楽しみイベントあり※詳細は
市 HP 参照対市内在住・在勤・
在学者申 7月6日㈬から特設サイ
トでIDを取得し、申し込み（先着
順、一つのIDで4枚まで）問文化
スポーツ課（☎042-514-8465）

▲優待（一般／
バックB席）

▲招待（小中学生
／U22／シル

バー）
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