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健康・検診

健康づくり推進員募集
1007784ID

　市長の委嘱を受けて、住民自
らが「自分の健康は自分で守る」
を合言葉に地域の健康づくり活
動を行います。詳細はお問い合
わせください。
問健康課（☎042-５８1-4111）

医師によるまちの在宅医療相
談会とミニ講座
1019834ID

日 9月８日㈭午後2時〜4時場石田
環境プラザ対在宅医療・自宅で
のみとりを考えている方定相談
会…申込制で先着3人、ミニ講座
…申込制で先着10人程度他詳細
は市 HP 参照申 ８月3日㈬〜9月2
日㈮問在宅療養支援課（☎042-
５14-８1８9）

しごと

令和４年度第２回警視庁警察
官採用試験
他日野警察署による受験相談あ
り。詳細は問い合わせを申 ８月10
日㈬午前9時〜2５日㈭午後５時問

日野警察署（☎042-５８６-0110）

類別 第1次試験 第2次試験

男性
Ⅰ類 9月1８日㈰ 10月８日㈯・

9日㈰Ⅲ類 9月17日㈯

女性
Ⅰ類 9月1８日㈰

10月10日㈷
Ⅲ類 9月17日㈯

キャリアアップ講習
（8月） 1008142ID

内仕事に役立つ講習、資格試験
の受験対策５講習対中小企業に在

職中の都内在住・在勤者申 ８月10
日㈬まで問多摩職業能力開発セ
ンター府中校（☎042-3６7-８204）

PlanTビジネスカフェ
Vol.11 1009883ID

日 ８月22日㈪午後7時〜８時 講杉
本朋哉氏（株式会社Familyinn）
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）

東京しごとセンター多摩から
▶第3回合同就職面接会

日 9月1日㈭場東京しごとセンタ
ー多摩（国分寺市）対おおむね29
歳以下の方

▶就職1dayトライ
日 ８月24日㈬場京王プラザホテ
ル八王子（八王子市）

▶女性のための再就職パソコンス
キルアップコースin立川
日 9月2６日㈪〜30日㈮場 立川市
女性総合センター・アイム（立川
市）対女性
　いずれも他申し込み方法など
詳細は東京しごとセンター多摩
HP 参照問東京しごとセンター
多摩（☎042-329-4５10）

令和5年度採用市立病院正規
職員（診療放射線技師）募集
対 昭和６3年（19８８）4月2日以降に
生まれた、診療放射線技師の有
資格者または令和５年3月31日ま
でに取得見込みの方定若干人他

採用予定日…令和５年4月1日。試
験内容など詳細は市立病院 HP

参照申 9月2６日㈪（必着）までに〒
191-00６2多摩平4-3-1日野市立病
院3階総務課へ必要書類（市立病
院 HPから ダウンロード 可）を郵送ま

たは持参問市立病院総務課（☎
042-５８1-2６77）

高齢者

シルバー人材センター入会案
内説明会
日 ８月4日㈭午前10時〜正午場生
活・保健センター対 ６0歳以上の
方定 申込制で先着2５人申 電話
問日野市シルバー人材センター
（☎042-５８1-８171）

高齢者向けスマートフォン教
室in公民館
1019877ID

日 ８月27日㈯午前10時〜午後1時、
午後2時〜５時講東京都職員対お
おむね６0歳以上の方定申込制で
各回先着30人申 ８月3日㈬午前9
時から電話または来館※月曜日、
祝日を除く場・問中央公民館（☎
042-５８1-7５８0）

紙で作る立体の花
日 9月9日㈮午後1時30分〜3時30
分対 ６0歳以上の方定申込制で先
着1５人￥ ５00円申 ８月1日㈪〜31日
㈬に電話場・問日野市シルバー人
材センター（☎042-５８1-８171）

スポーツ

平山台文化スポーツク
ラブから 1003186ID

▶ズンバゴールド
日毎週月曜日午後3時〜3時4５分
場平山台健康・市民支援センタ
ー講佐藤みどり氏（公認指導員）
対フィットネスダンス初心者、
障害者、車いすの方、リハビリ
中の方など￥ ６00円※会員300円

▶フラダンス
日毎月第1・第2・第4火曜日午後
1時30分〜2時30分 場平山台健
康・市民支援センター講村井世
子氏（ハワイ州公認指導員）￥

700円※会員3５0円
▶スポーツウエルネス吹矢

日毎週水曜日午前10時〜正午場

平山台健康・市民支援センター
講村野米三氏（公認指導員）￥

６00円※会員300円
▶茶道

日毎月第3水曜日午後1時30分〜
4時場平山台健康・市民支援セ
ンター講乙戸真理氏（裏千家指
南）￥ 1,５00円

▶夏休み早朝ラジオ体操
日 ８月19日㈮〜23日㈫午前６時2５
分〜６時4５分場平山台健康・市民
支援センター他全参加でお土産
　いずれも他詳細は問い合わせ
を申電話、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）

市民体育大会
1003171ID

▶ダンススポーツ競技
日 9月10日㈯午前11時〜午後4時
場市民の森ふれあいホール内ダ
ンスタイム、大トライアル大会
※カップルチェンジ禁止定申込
制で先着５0組（100人）※カップル
限定申 ８月10日㈬までに電話問

日野市ダンススポーツ連盟事務
局（菊地☎042-５８4-６1５3）

▶ボウリング競技
日 9月11日㈰午後2時から場 SAP
日野ボウル（八王子市）対市内在
住・在勤・在学者と家族、連盟加
盟者、在クラブ定申込制で先着

６６人￥ 1,000円※高校生以下700
円。貸し靴別途300円申 9月9日㈮
午後５時（必着）までに〒191-0011
日野本町7-12-1市民陸上競技場
内日野市体育協会事務局へ申込
書を郵送、ファクスまたは持参
他詳細は同協会 HP を参照。部
門などは実施要項参照問同協会
事務局（☎042-５８2-５770）

▶ミニテニス競技
日 9月2５日㈰午前9時〜午後６時
場市民の森ふれあいホール内女
子・混合ダブルス対市内在住・
在勤者、在クラブ￥ 1ペア1,000円
申 ８月2５日㈭までに電話問日野
市ミニテニス協会（大見☎042-
５８６-7919）

▶陸上競技
日 9月2５日㈰午前８時30分から※
雨天の場合は10月2日㈰場市民陸
上競技場対小学５年生以上の市
内在住・在勤・在学者￥ ５00円※
小学生200円、中学生300円。小・
中学生は当日支払い。その他は
事前に振り込み※詳細は問い合
わせを申 ８月17日㈬〜2６日㈮午後
５時（必着）に〒20６-0012多摩市貝
取1-34-1-40６関根へエントリー
シート（日野市体育協会 HP から
ダウンロード 可）を郵送またはEメー
ル（ hino@jaaf.info）問 日野市
体育協会事務局（☎042-５８2-５770）

▶グラウンド・ゴルフ競技
日 9月2５日㈰午前８時30分〜午後
4時※荒天の場合は9月2８日㈬場

浅川スポーツ公園グラウンド内 ８
ホール×4ラウンド対市内在住・
在勤者￥ ５00円他用具貸し出し
あり申 9月５日㈪までに電話問日
野市体育協会事務局（☎042-５８2-
５770）、日野市グラウンド・ゴル
フ協会（木藤☎042-５８3-５304）

▶バスケットボール競技
日 10月1日㈯・1５日㈯・23日㈰・
30日㈰、11月６日㈰場市民の森ふ
れあいホール、南平体育館、各企
業体育館（日野自動車㈱、コニカ
ミノルタ㈱）対市内在住・在勤・
在学者により構成されたチーム※
監督1人、コーチ1人、選手1５人以
内￥ 1チーム7,000円※試合当日徴
収申 ８月31日㈬までに申込書（日野
市体育協会 HPから ダウンロード 可）
をEメール（ hinobb2007@yaho
o.co.jp）問日野市体育協会事務局
（☎042-５８2-５770）
▶ソフトテニス競技

日 10月2日㈰午前８時30分から※雨
天の場合は10月9日㈰場 多摩平
第一公園など対市内在住・在勤・
在学者、連盟加入者申 9月9日㈮
（必着）までに〒191-0022新 井
1-10-29日野市ソフトテニス連盟
若尾へ郵送またはEメール（
tymam@jcom.zaq.ne.jp）問

日野市ソフトテニス連盟（若尾�
☎0８0-５６79-６4８５）

▶柔道競技
日 10月1６日㈰午前11時から場市
民の森ふれあいホール対柔道経
験のある市内在住・在学の小・
中学生￥ 1団体2,000円申 9月2日
㈮午後５時までに申込書を日野市
体育協会事務局へ持参問日野市
柔道連盟（生沼☎090-3６94-71５2）

南平体育館スポーツ・
文化教室 1000992ID

日 ８月から順次開始場南平体育
館対健康な市内在住・在勤・在学
者他内容・料金・申込方法など
の詳細は市 HP・南平体育館 HP

参照問 南平体育館（☎042-５91-
1５41）
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