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しごと

八王子・日野しごとと子育て
両立支援就職面接会 
1022542ID

日 2月15日㈬午後0時30分～3時 場

八王子市生涯学習センタークリエ
イトホール（八王子市）対 家庭と
仕事の両立を希望する方など他 1
歳～未就学児の保育あり。詳細は
問い合わせを申 2月2日㈭から問

八王子しごと情報館（☎042-680-
8403）、市平和と人権課（☎042-
584-2733）

日野市福祉のしごと
相談会 1022902ID

日 2月10日㈮午後1時～4時 場 イオ
ンモール多摩平の森3階イオンホ
ール（多摩平）申 詳細はQRコード
から問日野市社会福祉協議会（☎
042-582-2319）

子ども

高校生等医療費助成のお知ら
せ発送 
1003939ID

　高校生相当の子どもがいるご
家庭に、令和5年4月開始予定の高
校生等医療費助成のお知らせを
発送しました。詳細は市 HP をご
覧ください。
問 子育て課（☎042-514-8598）

受験生チャレンジ支援貸付事
業～申請期限は１月3１
日㈫まで 1003813ID

　中学3年生、高校3年生またはそ
れに準じる方（高校・大学等中途退
学者、浪人生など）の学習塾等受

講料や受験料の貸付を無利子で
行います。対象者が高校、大学な
どに入学した場合、返済が免除さ
れます。
申 1月31日まで 他 今年度より保証
人などが不要。収入基準額の緩和
などあり。貸付範囲や手続きなど
詳細は市 HP 参照または問い合わ
せを問セーフティネットコールセ
ンター受験生チャレンジ支援貸
付事業専用ダイヤル（☎042-581-
3812）

令和4年度教育委員会 
1019227ID

▶第10回定例会開催
日 1月13日㈮午後2時から※傍聴
の可否は市 HP で確認を
▶第1回臨時会（10月29日開催）議事
録公開　
内 議案…1件、請願…1件、協議事
項…2件
▶第2回臨時会（11月4日開催）議事
録公開　
内 議案…1件

▶第8回定例会（11月10日開催）議事
録公開　
内 議案…4件、請願…1件、協議事
項…1件、報告事項…2件
　いずれも問 庶務課（☎042-514-
8692）

スポーツ

南平体育館運動教室
1000992ID

日 1月から内 いきいき健康体操、
ヨガ、子ども体操など 他 詳細は南
平体育館 HP 参照または問い合わ
せを場・問 南平体育館（☎042-591-
1541）

テニス教室
1022107ID

日 1月19日～3月23日の木曜日（全8
回）①午前9時30分～10時50分②
午前11時～午後0時20分※2月23日
㈷、3月9日㈭を除く。雨天中止 場

七生自然学園テニスコート対 高
校生以上で①初級者②初・中級者
定 申込制で先着各10人 ￥ 10,000
円 申 1月4日㈬～18日㈬に電話 問

㈱フクシ・エンタープライズ（☎
042-514-9178）

スポーツ推進委員会か
ら 1007298ID

▶スポーツ体験会（屋外）
日 1月22日㈰午前9時45分～正午
場 六小※荒天中止。直接会場へ
内グラウンド・ゴルフ

▶ニュースポーツ体験会（屋内）
日 1月29日㈰午前9時～11時30分
場 夢が丘小※直接会場へ 内ハン
ドロウルなど 持 室内用運動靴
　いずれも他 詳細は市 HP 参照
問 文化スポーツ課（☎042-514-
8465）

障害者スポーツ体験
教室 1016636ID

日 1月24日㈫、2月21日㈫、3月28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 小学
生以上の市内在住・在勤・在学者
定 先着30人他 種目など詳細は市
HP 参照問文化スポーツ課（☎042-
514-8465）

ジュニアスポーツ指導
者講習会 1010741ID

日 2月11日㈷午後2時～4時場 市民
の森ふれあいホール内 講演「スポ

ーツ環境の変化への対応（日野市
中学校運動部活動の現状）」講 石
塚大輔氏（スポーツデータバンク
㈱代表取締役）対 スポーツ指導
者、保護者など 定 申込制で先着
100人 申 1月31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
会へ郵送、電話、ファクスまたは
Eメール（ h-taikyo@keh.big
lobe.ne.jp）問同協会事務局（☎・
FAX 042-582-5770）

軟式野球審判講習会
1018540ID

日 2月19日㈰午前9時～午後4時
場 ①生活・保健センター（午前）②
多摩川グラウンド（午後）内 ①座
学②実技※②雨天中止 講 東京都
軟式野球連盟技術指導員対 市内
在住・在勤・在学者 申 1月27日㈮
までに電話 問 文化スポーツ課（☎
042-514-8465）

市民体育大会
ビーチボール競技 
1003171ID

日 2月19日㈰午前9時から場 南平
体育館対市内在住・在勤・在学者、
日野市ビーチボール協会員 ￥ 1チ
ーム2,000円他 詳細は実施要項参
照 申 日野市ビーチボール協会
へ申込書（日野市体育協会 HP か
ら ダウンロード 可）をEメール（
h.beachball.a@gmail.com）※
Eメール不可の方は市民陸上競技
場内日野市体育協会事務局へ持
参またはファクス（FAX 042-582-
5770）問日野市ビーチボール協会

（正井 hawys4.masai@gmail.
com）、日野市体育協会事務局（☎
042-582-5770）

催し・イベント

日野市消防団出初式
1022556ID

　当日午前7時30分に各消防団詰
所で団員召集のためのサイレン
を鳴らします。ご了承ください。
日 1月8日㈰午前10時から場 豊田
南土地区画整理地区内一号公園
予定地（豊田南地区センター隣）
内 消防車両行進、ポンプ車一斉放
水、表彰など 問 防災安全課（☎
042-514-8962）

カワセミハウス写真展
日野の野鳥たち
1018537ID

日 1月15日㈰～31日㈫午前9時30
分～午後9時30分※月曜日を除く
内 日野の野鳥を解説付きの写真
などで紹介 場・問 カワセミハウス

（☎042-581-1164）

虹友カフェ～ LGBTとその家
族・友人のためのコミ
ュニティースペース
1016631ID

日 1月15日㈰午後1時30分～4時※
入退室自由場 多摩平の森ふれあ
い館※直接会場へ対 当事者、親
族、支援者 問 平和と人権課（☎04
2-584-2733）

スマホ個別相談会
日 ①1月16日㈪②30日㈪いずれも

午後1時30分～2時15分と午後2時
30分～3時15分 場 ①中央福祉セン
ター②多摩平交流センター講 ス
マホお助け隊（ボランティア）対市
内在住者 定 申込制で先着①10人
②5人 申 1月5日㈭午前9時から電
話 問日野市ボランティア・センタ
ー（☎042-582-2318）

第35回多摩郷土誌フェ
ア 1022562ID

日 1月21日㈯・22日㈰午前10時～午
後5時※22日は午後3時まで場 立
川市女性総合センターアイム（立
川市）問 ふるさと文化財課（☎04
2-583-5100）

第１9回都市農業シンポ
ジウム 1022561ID

日 1月21日㈯午後1時30分～4時 場

ひの煉瓦ホール（市民会館）内 基
調講演、パネルディスカッション

（テーマ…農地を貸すには？借り
るには？）講 岩崎紗矢佳氏（弁護
士）定 申込制で先着200人 他 詳細
は市 HP 参照申 市 HP 申込フォー
ムまたは電話問 都市農業振興課

（☎042-514-8447）

水辺のある風景日野50
選ガイドツアー
1007770ID

日 1月21日㈯午前9時日野駅改札
前集合、正午大谷北バス停解散
※雨天中止 内コース…東光寺グ
ラウンド～下田橋～万年橋（約4
㌔）対 市内在住者※小学生以下
は保護者同伴 定 申込制で先着20
人 申 1月11日㈬午前9時から電話
問 緑と清流課（☎042-514-8309）
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