
地域コミュニティーが互いに助け合い、
住みやすい暮らしを創る

「新しいコミュニティづくり白書」ができました
　現在、さまざまな地域で少子超高齢社会が進
行しており、新たな地域の課題が生まれ、今まで
の行政や地域コミュニティーではそれらの課題への
対応が難しくなっています。
　そこで、市では、新たなコミュニティーの形を探
るため、平成₂₆年度から地域懇談会の改革、アク
ションプランに取り組んできました。
　今回、これまで取り組んできた内容から得たヒン

トをもとに、新しいコミュニティーの方向性を示す
「新しいコミュニティづくり白書」を作成しました。
広報今号では、その概要をお知らせします。
　なお、詳細は市内図書館、生活・保健センター
内地域協働課、市 HP で閲覧できるほか、出張説
明も行います。ぜひご覧ください。

問 地域協働課（☎₅₈₁︲₄₁₁₂）

地域を活性化する事例を紹介

今年も
9/9㈯に

南平体育館で
開催！

今年も
8/21㈪～26㈯
旭が丘中央公園
などで開催

七生中アクションプラン
「ななおBONまつり」

諸力融合で「新しいコミュニティー」を創造していく
　日野市を愛する全ての方が、新たなコミュニティーへの参
加者（まちづくり人）として活躍できるよう、三つの知恵を紹
介します。

まちづくり市民フェア2017に先駆け“まちづくり応援券”発売中！
　₁₀/₁₅㈰に市民の森ふれあいホールで
市民活動団体の祭典「まちづくり市民フ
ェア₂₀₁₇」を開催します。これに先駆け

「まちづくり応援券」を発売しています。
この応援券は「市民フェア」を通して日
野市の市民活動を応援する市内の協賛
店およびフェア当日の会場で利用する
ことができます。
　購入された方は、市民活動の応援者
です。応援券を利用し、まちの協賛店
やフェアの会場で美味しいものを食べ

てみませんか。思わぬ発見ができるか
もしれません！ 
　詳細は、市 HP 、まちづくり市民フェ
ア₂₀₁₇ HP をご覧ください。
応募券販売場所 ひの市民活動支援センタ
ー（日野₁₃₆₉︲₂₇）
問 まちづくり市民フェア実行委員会事
務局（NPO法人ひの市民活動団体連絡
会☎₅₈₁︲₆₁₄₄※平日₉:₀₀〜₁₇:₀₀、市地
域協働課☎₅₈₁︲₄₁₁₂）

新しいコミュニティーづくりへの“三つの知恵”
●できることを持ち寄る
●ゆるやかなつながり
●地域の“個性”を楽しむ

「場所」と「場」づくり
●市民の皆さまの暮らしのすぐそばにある「場所」
●熱のこもった会話ができる「場」

出張説明
　白書の内容や、三つの知恵の活用方法について、自治会・市
民団体などの会合に出張説明を行います。ご希望の日時やコミ
ュニティーに関しての要望など、お気軽にお声かけください。

　皆さまに力を発揮していただくための場所・場づくりを検
討していきます。できることから地域コミュニティーづくり
を始めてみましょう。

四中アクションプラン
「ラジオ体操で四中地区がつながる！」

スポーツ
障害者スポーツ体験教室
問 文化スポーツ課（☎514-8465）

日時・種目 8/8㈫…ゴールボール、22
㈫…サッカーいずれも14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール 対象
自力で行き帰りができる小学生以上
の市内在住・在勤・在学者講師 東京
ヴェルディ1969フットボールクラブ
㈱ 定員 先着20人※直接会場へ
ボランティア募集
内容 参 加 者 補 助、 会 場 設 営 な ど
対象 18歳以上の市内在住・在勤・在
学者 定員 各日若干人 その他 事業中
のけがなどについては市の包括保険
で対応 申込 開催前日までに電話

ハンドロウル教室〜カーリン
グを床上で行う屋内スポーツ

日時 8/8㈫・22㈫14:00～16:00※1回
の参加可 会場 市民の森ふれあいホ
ール※直接会場へ 講師 住友不動産
エスフォルタ㈱ 定員 各日先着15人
持ち物 上履き 問 文化スポーツ課

（☎514-8465）

平山台文化スポーツクラブから
会場 平山台健康・市民支援センター
申込 電 話 問 同 ク ラ ブ（ ☎506-
9979）

親子ズンバ教室
日時 毎週金曜日15:30～16:30 講師 佐
藤みどり氏（公認指導員）対象 幼児

と保護者費用 1組500円
ズンバキッズ教室
日時 毎 月 第1・ 第3日 曜 日13:30～
14:30 講師 佐藤みどり氏（公認指導
員）対象 小学生 費用 200円※会員
100円
ターゲットバードゴルフ教室
日時 毎週水曜・金曜日13:00～16:00
講師 多賀谷博之氏（公認指導員）
対象 20歳以上の方 費用 300円※会
員150円

東部会館温水プールいきいき教室
会場・問 同プール（☎583-5266）

初心者のためのドル平こども水泳教室
日時 ①9/13～10/18の毎週水曜日②
9/14～10/19の毎週木曜日 対象 水慣
れしているが泳げない小学生 定員
各3人※申込多数の場合は抽選 費用
9,000円 ※ 入 場 料 別 途 申込 8/14㈪

（必着）までに〒191-0021石田1-11-
1同プールへはがきで。参加者氏名、
住所、電話番号、学年、希望コース
番号、泳力を記入
定例大人の水泳教室
日時 8/2～30の 毎 週 水 曜・ 土 曜 日
12:30～13:30 対象 18歳以上の方 定員
10人 費用 5回5,400円のチケット購
入制※入場料別途

市民体育大会
硬式卓球競技
日時 9/24㈰9:00から 会場 市民の森
ふれあいホール 種目 一般男子・女
子、初心者シングルス（男女区別な
し）、混合ダブルス※混合ダブルス
を除き1人1種目まで。各種目年齢要

件あり。詳細は問い合わせを 対象
市内在住・在勤・在学者 費用シン
グルス500円（中学生以下200円）、ダ
ブルス1組1,000円※要項記載の口座
へ振り込み 申込 8/28㈪（必着）まで
に申込書（市役所3階文化スポーツ
課、南平体育館、市民の森ふれあい
ホールにあり）を〒191-0062多摩平
3-18-4帝人多摩アパート235斎藤へ
郵送 問 斎藤（☎080-4452-4870）
ミニテニス競技
日時 10/1㈰9:00～18:00 会場 市民の
森ふれあいホール 種目 ダブルス（女
子・混合）※ペアで申し込み 対象 市
内在住・在勤・在学者および在クラ
ブ 費用 1ペア1,000円※当日徴収 申込
8/25㈮までに申込書（市役所3階文化
スポーツ課、南平体育館、市民の森
ふれあいホールにあり）を〒191-
0065旭が丘3-3-9-805大見（ FAX586-
7919）へFAXまたは郵送 問 大見（☎
586-7919）
バスケットボール競技
日時 10/1㈰～11/3㈷ 会場 市民の森
ふれあいホール、南平体育館など
対象 市内在住・在勤・在学者で構
成されたチーム 費用 1チーム6,000
円※別途連絡する代表者会議で徴収
申込 8/25㈮までに申込書（市役所3
階文化スポーツ課、南平体育館、市
民の森ふれあいホールにあり）を〒
191-0011日野本町7-12-1陸上競技場
内、日野市体育協会事務局へ郵送ま
たは日野市バスケットボール連盟

（ hinobb2007@yahoo.co.jp）へ
メール 問 同事務局（☎582-5770）

市民プールに「くまのみ
スライダー」を設置

催 し

日時 8/31㈭までの10:00～16:00※20分毎の入れ替え制 対象 5歳～小学生 
費用 1回300円※券売機で利用券購入 その他 同時利用は1回6人まで。利用に
当たっては監視員の指示に従ってください 問 市民プール（☎583-5440）

■その他のイベント
・水泳記録会… 日時 8/18㈮14:10～14:30 
・浮島タイム… 日時 8/25㈮13:10～13:40 
・スラックライン（要申込）…日時 9/1㈮～3㈰10:00～12:00 
・BBQ（バーベキュー）（要申込）… 日時 9/1㈮～ 3㈰10:00～16:00
※その他イベントおよび詳細は市民プール HPをご覧ください

子供たちに大人気!!

催
し

15 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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