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講座

パソコン講習会（9月）

日・内下表の通り対文字入力が
できる方￥①〜⑪各3,0６0円（2日
間）⑫⑬各1,020円※いずれもテキ
スト代含む 他個人指導（1時間
1,５30円）あり申 ８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）

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

番号・講座名 日時
①�Word-1（文字変換、簡
単な案内文作成など）

3日㈯・10日㈯
午前10時〜正午

②�Word-2（文章作成、
表作成など）

17日㈯・24日㈯
午前10時〜正午

③�Word-3（地図･写真
入り案内の作成など）

2日㈮・9日㈮
午前10時〜正午

④�Word-4（ページ番
号、ふりがななど）

23日㈷・30日㈮
午前10時〜正午

⑤�Excel-1（基本操作と計
算、印刷の仕方など）

2日㈮・9日㈮
午後1時〜3時

⑥�Excel-2（グラフの変
更、複数シートの計
算など）

1６日㈮・23日㈷
午後1時〜3時

⑦�Excel-3（複合グラフ、
IF関数など）

4日㈰・11日㈰
午前10時〜正午

⑧�Excelマクロ入門 1８日㈰・2５日㈰
午前10時〜正午

⑨�Google・Gメール
の使い方

1８日㈰・2５日㈰
午後1時〜3時

⑩�デジカメ入門 3日㈯・10日㈯
午後1時〜3時

⑪��デジカメ応用 17日㈯・24日㈯
午後1時〜3時

⑫�スマートフォン（お持
ちの方）〜LINEの操作

11日㈰
午後1時〜3時

⑬�スマートフォン（お持
ちの方）〜アプリ追加
と使い方

30日㈮
午後1時〜3時

〜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）

日野産野菜を使った
飾り巻きすし教室
1011759ID

日 ８月9日㈫午前10時30分〜午後1
時30分場七ツ塚ファーマーズセ
ンター内風鈴、朝顔の絵柄定申
込制で先着10人程度￥ 3,000円申

竹内（☎090-72８4-1947）へ電話問

都市農業振興課（☎042-５14-８447）

Zoomおためし講座

日・内 ８月12日㈮…入門編、1８日
㈭…ステップアップ編※いずれ
も午後2時〜3時場①中央福祉セ
ンター②オンライン（Zoom）定①
申込制で先着５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、
希望日時、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）

みんなの環境セミナー～黒川
清流公園で昆虫採集を
しよう! 1014445ID

日 ８月13日㈯午前9時30分カワセ
ミハウス集合、11時30分黒川清流
公園解散※雨天中止講森川正昭
氏（日野の自然を守る会）など対

親子定申込制で先着10組他詳細
は市 HP 参照申 ８月3日㈬から電
話問カワセミハウス（☎042-５８1-
11６4）

お片づけ講座～キッチンから
始める夏のお片づけ

日 ８月20日㈯①午前10時30分〜
正午②午後2時〜3時30分場浅川
清流環境組合可燃ごみ処理施設
内座学および施設見学講深町千
穂子氏（整理収納アドバイザー）
対小学生以上の日野市・国分寺
市・小金井市在住者定申込制で
各回20人※申込多数の場合は抽
選他詳細は浅川環境テクノロジ
ー㈱ HP（QRコードから）参照申

８月1５日㈪まで問同社（☎042-５14
-８930※平日午前9時〜午後4時）

ダンボールコンポスト～生ご
みでたい肥をつくろう！
1011572ID

日 ８月23日㈫午後８時〜9時30分
場オンライン（Zoom）講はたな
かようこ氏（ひの・まちの生ごみ
を考える会）定申込制で先着10
人申申し込みフォーム（QRコー
ドから）またはEメール（ info@
namagomi-heraso.com）で。氏
名、電話番号を記入問はたなか
（☎042-８43-17５9）

ビートルズ＆ブリティッシュ
ロック講座
1020044ID

日 ８月24日㈬・31日㈬、9月7日㈬
午後６時〜８時場多摩平交流セン
ター講鈴木佳行氏（フリーライタ
ー、ミュージシャン）申 ８月3日㈬
から電話、電子申請または来館
※電話、来館の場合は月曜日、祝
日を除く問中央公民館（☎042-
５８1-7５８0）

普通救命講習
1002423ID

日 ８月2８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）

在宅療養支援講座・
無料相談会 1020042ID

日 9月10日㈯午後1時30分〜3時30
分場①中央公民館②オンライン
講平井健氏（康明会病院医院長）
定申込制で先着①30人②５0人他

講座と相談会を同時開催※相談
会のみの参加可申 ８月3日㈬から
①電話または来館②電子申請※
電話、来館の場合は月曜日、祝
日を除く問 中央公民館（☎042-
５８1-7５８0）

外国人児童生徒への日
本語学習支援ボラン
ティア養成講座 1019981ID

日 9月1５日㈭〜11月17日㈭（全10
回）場中央公民館、PlanT（多摩平
の森産業連携センター）対市内で
日本語学習支援を行う意思のあ
る方※第1〜3回は公開講座。一
般参加可定申込制で先着20人※
第1〜3回は各回30人増￥無料他

申込方法、内容などの詳細は市
HP参照問日野市国際交流協会
（☎042-５８６-9５11）、市平和と人権
課（☎042-５８4-2733）

ココロセミナー～ネガティブ
な感情と上手につきあ
う 1016208ID

日 9月17日㈯午後2時〜4時 場多
摩平の森ふれあい館内感情の役

割を知り、自分と仲良くなろう
定申込制で先着30人他詳細は市
HP参照または問い合わせを申 ８
月17日㈬〜9月1５日㈭に電話、E
メ ー ル（ s-net@city.hi�no.lg.
jp）またはオンライン申請（QRコ
ードから）で。メールの場合は、
件名に「9月17日参加申し込み」、
本文に氏名、連絡先を記入問セ
ーフティネットコールセンター
（☎042-５14-８５42）

外国語自主講座
1004655ID

日・内 英会話初級(月曜日、月4
回)、英会話中級(水曜日、月2回)、
スペイン語(日曜日、月2回)、中
国語(日曜日、月2回)、韓国語(
月曜日、月3回)、ゼロからの韓
国語(月曜日、月4回※9月から)場
生活・保健センター￥月額制※
回数により変動他詳細は市 HP

参照申日野市国際交流協会へ電
話、来館またはEメール（ hifa-
offi��ce@ab.auone-net.jp）問 同
協会（☎042-５８６-9５11）、市平和と
人権課（☎042-５８4-2733）

新型コロナ

介護保険料の減免
1014310ID

対 ６５歳以上で、新型コロナウイ
ルス感染症により主たる生計維
持者が次のいずれかとなった方
①死亡または重篤な傷病（1カ月
以上の治療を有すると認められ
た場合）を負った②令和4年の事
業・不動産・山林・給与収入が
令和3年と比較して3割以上減少
し、その収入に係る所得以外の
令和3年の所得合計額が400万円

以下他詳細は市 HP 参照または
問い合わせを申令和５年3月31日
㈮まで問高齢福祉課（☎042-５14-
８５09）

傷病手当金申請対象期間延長
国保 1014425ID

後期 1014369ID

▲後期▲国保

対対象者…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（被用者）のうち、新型コロ
ナウイルス感染症に感染または
発熱などの症状があり感染が疑
われ労務に服することができな
かった方、対象期間…令和2年1月
1日〜4年9月30日に、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。
長期入院の場合は最長1年６カ月
まで￥支給額…直近の継続した
3カ月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（国保
☎042-５14-８27６、後期☎042-５14-
８293）

税金

今月の税金の納期限は
8月31日㈬ 1008395ID

　今月は、市民税・都民税（普通
徴収）第2期、国民健康保険税（普
通徴収）第2期、後期高齢者医療
保険料（普通徴収）第2期の納期
です。
問納税課（☎042-５14-８2５9）
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