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お知らせ

献血バスによる街頭
献血 1006071ID

日11月24日㈭午前10時～11時20分、
午後0時30分～4時場 市役所地下
駐車場問 市福祉政策課内日野市
献血推進協議会事務局（☎042-
514-8467）、東京都赤十字血液セ
ンター立川事業所（☎042-529-
0405）

ひきこもり・生活の悩み出張
個別相談会

1012326ID

日 12月3日㈯午前10時30分～午後
4時30分※相談会は6月・9月・12
月・3月の第1土曜日に実施 場 福祉
支援センター対 当事者、家族 定

申込制で先着3組 申 12月2日㈮ま
でに電話、市 HP 申し込みフォー
ムまたは市役所2階セーフティネ
ットコールセンター窓口へ 問 セ
ーフティネットコールセンター

（☎042-514-8542）

図書館集会施設定期利用抽選
受け付け（令和5年4月
～ 9月分） 1022069ID

内 中央・高幡・百草図書館①午前
10時～午後0時30分②午後1時～4
時30分③午後5時～9時※百草は
平日午後7時まで。土曜・日曜日、
祝日は午後5時まで対 市内在住・
在勤・在学者により構成される非
営利目的の団体※音楽など実技
を伴う場合は利用不可 申 11月1日
㈫～25日㈮（必着）に各館（中央図
書館�〒191-0053豊田2-49-2、高
幡図書館�〒191-0032三沢4-1-
12、百草図書館�〒191-0033百草

204-1）へ申込書（中央・高幡・百草
図書館にあり。11月1日から図書
館 HP で ダウンロード 可）を持参、郵
送、ファクスまたはEメール（
lib-event@city.hino.lg.jp）※持参
の場合は月曜日を除く他 12月2日
㈮～9日㈮に結果通知問中央図書
館（☎042-586-0584�FAX 042-586-
0579）、高幡図書館（☎042-591-
7322� FAX 042-594-2655）、百草図
書館（☎042-594-4646� FAX 042-
594-4647）

緑の写真展出品作品募集
内 テーマ�①日野の四季②わが
家の緑、規定�単写真で未発表
のもの。1テーマ1人3点まで。A4
サイズ。詳細は応募要領（市役所
1階市民相談窓口、七生支所、豊
田駅連絡所、（公財）日野市環境緑
化協会で配布）他 写真展は令和5
年1月10日㈫～20日㈮に開催予定
申 12月23日㈮（必着）までに〒191-
0016神明2-13-1日野市環境緑化
協会へ郵送、持参またはEメー
ル（ qq789ngk9@vanilla.ocn.
ne.jp）※持参の場合は土曜・日曜
日、祝日を除く問 同協会（☎042-
585-4740）

Jアラートの全国一斉情
報伝達訓練 1002479ID

　Jアラートは、有事の際に国が
発令する警報を防災行政無線な
どで住民に通達するものです。
訓練のため、市内防災行政無線
でテスト放送をします。
日 11月16日㈬午前11時ごろ問 防
災安全課（☎042-514-8962）

カセットコンロは粗大
ごみで 1000655ID

　カセットコンロは着火装置が
付いており、収集車で回収する
と火花が出て収集車両火災の危
険性があります。必ず粗大ごみ
として排出してください。
申 粗大ごみ申し込み�㈱日野環
境保全（☎042-581-4331）へ電話
問ごみゼロ推進課（☎042-581-04
44）

歳末バザーに物品提供を
　提供物品は、12月4日㈰の歳末
バザーにて販売し、収益金は歳
末たすけあい募金として地域福
祉に還元されます。
場 日野市社会福祉協議会日野事
務所・高幡事務所 他 衣類や大型
家電、劣化が激しいものは不可
申 11月4日㈮～25日㈮午前8時30
分～午後5時に電話または窓口へ
※土曜・日曜日、祝日を除く。
集荷は11月7日㈪から問 同協議会
日野事務所（☎042-582-2319）

高齢者

高齢者福祉総合計画策定のた
めのアンケート調査

1013027ID

　令和5年度に策定を予定してい
る第5期高齢者福祉総合計画（第9
期介護保険事業計画を含む）の基
礎資料として、アンケート調査
を実施します。
内 ①介護予防・日常生活圏域ニー
ズ調査②在宅介護実態調査対 65
歳以上の市民で①要介護認定を
受けていない方②要介護・要支援
認定を受けている方※いずれも
無作為抽出。対象者へは11月1日㈫

ごろ調査票を送付 申 11月30日㈬
までに同封の返信用封筒で返送
問 高齢福祉課（☎042-514-8495）

シルバー人材センター入会案
内説明会
日 ①11月4日㈮午前10時～正午②
22日㈫午後1時30分～4時 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）

一緒に考えよう人生会議
（ACP）ってなんですか

1022112ID

日 12月20日㈫午後2時～3時30分
場 平山交流センター 内 自分の人
生を自分らしく生きるため、終末
期も含めた今後の医療や介護な
どの意思決定ができなくなった
時に備えて家族と話し合う「人生
会議（ACP）」について知る対おお
むね65歳以上の方 定 申込制で先
着50人 申 電話 問 地域包括支援セ
ンターすずらん（☎042-599-5531）

しごと

保育士就職支援研修・
就職相談会 1009997ID

日 11月23日㈷午後2時～4時 場 武
蔵野スイングホール（武蔵野市）
対 都内保育園で就職を希望する
保育士資格をお持ちの方または
資格取得見込みの方 他 相談会申
込者は事前にオンラインで研修
を受講。詳細は東京都保育人材・
保育所支援センター HP 参照ま
たは問い合わせを問 同センター

（☎03-5211-2912）

エール（発達・教育支援セン
ター）令和5年度児童指
導員募集 1000943ID

日 任用�令和5年4月～6年3月内

3～5歳児の療育対 保育士または
児童指導員いずれかの資格、免
許を有する方 他 申し込み方法な
ど詳細は募集要項（市 HP から
ダウンロード 可）参照 申 11月1日㈫～
20日㈰ 問 発達・教育支援課（☎
042-589-8877）

都立多摩職業能力開発セン
ターから

1008142ID

▶キャリアアップ講習（11月）
対中小企業に在職中の都内在住・
在勤者 申 11月10日㈭まで 場・問 同
センター府中校（☎042-622-8201）

▶公共職業訓練入校生募集（1月）
日 見学会�11月10日㈭・17日㈭午
後2時から内 介護サービス科など
対 求職中、転職を希望する方な
ど 他 詳細は同センター八王子校
HP 参照 申 11月22日㈫までに住所
地のハローワークへ 場・問 同セン
ター八王子校（☎042-622-8201）

東京しごとセンター多摩の就
業支援

1003501ID

内 29歳以下対象・若者と企業の
交流会（八王子市会場）、地域連
携型就職面接会（多摩市会場）、
女性のための再就職準備セミナ
ー＆個別相談会（府中市会場）な
ど 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
問同施設（☎042-526-4510）

ハロートレーニング
（公共職業訓練）説明会

1010271ID

日 ①11月15日㈫②12月5日㈪いず
れも午後2時から場 ①PlanT（多
摩平の森産業連携センター）②福
祉支援センター 申 ①11月1日㈫
から②21日㈪から電話 問 ハロー
ワーク八王子（☎042-648-8617）

PlanT（多摩平の森産業連携
センター）から

1009883ID

▶ビューティー系サロンを開業す
るためのトリセツ
日 11月30日㈬午前9時30分～午後
0時30分 講 増田雅好氏（TOKYO
創業ステーションTAMAプラン
コンサルタント）

▶PlanTビジネスカフェ番外編
日 11月24日㈭午後7時～8時 講 多
摩信用金庫創業支援担当
　いずれも定 申込制で先着20人
申11月1日㈫からPlanT HP で 場・問

PlanT（☎042-843-3215）

生活援助型スタッフ
研修 1022084ID

日 12月3日㈯・4日㈰午前9時30分
～午後4時30分 場 市役所5階505
会議室 対 市内介護事業所で訪問
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 定 申込制で先着50人
申 11月18日㈮午前9時から電話ま
たはQRコードで※詳細は市HP

参照問 ㈱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）

広報ひの　令和4年11月号 広報ひの　令和4年11月号18 19




