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　「未来へつなげる私たちのあさか
わ」をテーマに「あさかわ写真コン
クール」を開催します。このコンク
ールは日野市・八王子市が共同で開
催する浅川流域連携事業です。
募集期間 ４/１㈬～８/３１㈪（必着）
撮影範囲 浅川（北浅川）、南浅川※支
流は除く
募集写真 Ａ４サイズ。電子データの
場合はJPEG形式（１作品容量２
MBまで）
部門 中学生以下の部、一般の部
応募点数 １人５点まで
申 応募用紙（市役所３階緑と清流課
にあり。市 からダウンロード可）
に必要事項を記入し、〒１９１－８６８６
日野市緑と清流課へ郵送またはＥメ
ール（死seiryu@city.hino.lg.jp）で
問 緑と清流課　代表緯
 

▶資源回収（びん、缶、新聞紙、雑誌、
古布、段ボール、牛乳パック、ペッ
トボトル）…　日時　４/９㈭・２３㈭１３：
００～１５：００　問　市民自治学園ＯＢ会
（緯５９２－１２５８）
▶手作り石けん販売…　日時　４/９㈭
１３：００～１４：００　問　第一生活学校（緯
５８１－０２６５）
　いずれも　会場　生活・保健センター
前庭
 

日時 ４/８㈬１０：００～１５：３０
会場 市立病院３階講堂
対象 子供の好きな子育て経験者など
定員 申込制で先着１０人
その他 希望者はサポーター活動（有
償）に参加できます
申 電話
問 NPO法人ホスピタリティーひの

あさかわ写真コンクール開催

▲前回の日野市長賞
　「夏の思い出」原田恵一さん

　
HP

リサイクル情報（４月）

病児等一時預りサポーター養
成一日講座

催
し

（緯０８０－１１４４－２４９８）
 

日時 ４/２７ ㈪①１０：００～１２：００直前対
策セミナー（定員３０人）②１３：３０～１６：
３０合同就職面接会（企業数１０社程度）

合同就職面接会

会場 立川商工会議所（立川市）※直
接会場へ
対象 求職中の方
持ち物 履歴書
問 東京しごとセンター多摩（緯０４２
－３２９－４５２４）

催
し

のり 處 」が、市役所１階で新鮮な日
どころ

野産農産物などの販売を行います。
ぜひお買い求めください。
日時 ４/９㈭・２３日㈭１２：００～１３：００
会場 市役所１階ロビー
問 産業振興課　代表緯
 

▶緑のリサイクル…家庭で増えすぎ
た球根や草花、植木などご提供いた
だけませんか。いただいた植物を市
民の皆さまに配布します。
植物の提供　日程４/３㈮～１６㈭※事
前連絡を
配布　日程４/２５㈯９：３０から　会場　日
野市環境緑化協会前
▶花の交流広場…皆さまから提供さ
れた花の種を同協会で配布します。
花の種が採れましたら、同協会まで
お持ちください
▶緑の写真展…１２月に「日野の四季」
「わが家の緑」をテーマに開催しま
す。写真は、各テーマ３点までで
す。ぜひ、写真をご準備ください。
　いずれも　問　（公財）日野市環境緑
化協会（緯５８５－４７４０）
 

　多摩川の堤防に市民、団体などが
協力して植樹したオオシマザクラの
成長を見守るとともに、市東部地区
の活性化を図るため、「第１５回さく
らの集い」を開催します。
日時 ４/１２㈰９：００～１５：００※雨天中
止
会場 日野橋南詰交差点西側※下図の
通り
 

内容 式典、ステージイベント（地元
幼稚園児と小・中学生による演奏な
ど、お囃子、よさこい踊り、防犯、
防火の話）、模擬店など
問 緑と清流課　代表緯

（公財）日野市環境緑化協会か
らのお知らせ

多摩川堤さくらの会実行委員
会主催～さくらの集い

会場および
駐車場

多摩都市モノレール

日野橋

256256256 甲州街道駅
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日時 毎月第１・第３土曜日１３：００～
１６：００
会場 平山台健康・市民支援センター
費用 月３,５００円（材料費・焼成料）
申 電話またはＦＡＸ
問 平山台文化スポーツクラブ（緯思
５０６－９９７９）
 

日時 ４/９㈭１８：３０～２０：３０
出演 三遊亭萬窓、桂ひな太郎
定員 先着３００人
費用 ５００円
その他 ひの煉瓦ホール、七生公会堂
で販売中
会場・問 七生公会堂（緯５９３－２９１１）
 

日時・出演 ４/１１㈯…浦島正裕氏、２５
㈯…小倉順子氏など。いずれも１２：
３０～１３：００
会場・問 同ホール（緯５８５－２０１１）
 

連句体験 
日時 ４/１４㈫１３：３０～１６：００　講師　二上
貴夫氏（ＮＰＯ法人座・其角）　定員　

趣味・教養
４/４から開講～陶芸教室

七生亭「かわせみ寄席」～大い
に笑って福を呼びましょう

ひの煉瓦ホールロビーお昼のミ
ニコンサート（１００歳のピアノ）

日野宿楽市楽座文化講座～江
戸学講座

先着２０人　費用　２００円
落語教室 
日時 ４/１５㈬・２９㈷１８：００～２０：００　講師　
三遊亭圓窓氏（噺家）　定員　先着１０人　費
用　１回２,５００円
　いずれも　会場　日野宿交流館　申　前
日までに電話　問　新選組のふるさと
歴史館（緯５８３－５１００）
 

日時 ４/２１㈫１０：３０～１３：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセンター
内容 フォカッチャなど
定員 申込制で先着１０人
費用 ２,０００円
申 電話
問 パン教室ラ・リュンヌ（竹内緯０９０
－７２８４－１９４７※平日は１５：００以降）
 

展示期間 ６/５㈮からの６カ月間※
搬入・搬出は出品者
作品 平面作品は額込み７５cm×６３cm
以内※立体は相談を
募集点数 ９０点※原則１人１点。１グ
ループ１０点以内
申 ４/２５㈯までにヒール・アート（市
立病院美術作品展示ボランティア団
体）事務局（早津緯０９０－６７１３－４８９７）
へ電話
問 市立病院（緯５８１－２６７７）
 

 

　七ツ塚ファーマーズセンター「み

七ツ塚ファーマーズセンター
で日野産農産物を使った手作
りパン教室

市立病院内美術作品展示希望者募集

生活・環境
農あるまち日野「みのり處」出張販売

日時 ４/１９㈰９：２５～１１：００※
小雨実施
集合場所 右図の通り
清掃区間 東光寺グラウンド
～クリーンセンターの多摩
川右岸、大和田運動広場～
多摩川合流点の浅川両岸
その他 車でのご来場はご遠
慮ください。雨天時の実施
は、当日７：３０までに決定
します。電話でお問い合わ
せを
問 緑と清流課　代表緯

Ｃブロック（実施本部）
日野橋南詰

Ｄブロック
市営多摩川
グラウンド西側

Ｆブロック
平山橋北側豊田用水

Ｇブロック
一番橋北詰

Ｅブロック
長沼橋北側橋北公園

長沼橋

平山橋

一番橋一番橋一番橋
浅川

程久保川

高幡橋
新井橋

万願寺歩道橋
（ふれあい橋）
万願寺歩道橋
（ふれあい橋）
万願寺歩道橋
（ふれあい橋）

中央自動車道
石田大橋

府中四谷橋

日野橋
立日橋

ＪＲ
中央線多摩川

滝合橋

Ａブロック
東光寺市営住宅北

Ｉブロック
浅川・程久保川合流点堤防上

Ｈブロック
万願寺歩道橋（ふれあい橋）北詰

集合場所案内図

Ｊブロック
大和田運動広場

※「Bブロック立日橋南詰」は、今年度、河川工事のため
集合場所ではありません

●● ●手話講習会受講者募集●●●
日程・内容・定員　下表の通り※申込多
数の場合は抽選
会場　中央福祉センター
対象　高校生以上の市内在住・在勤・
在学者※通訳養成コースは７０歳未満
費用　テキスト・資料代実費
申　初級クラスは６/１２㈮、その他の
クラスは４/２４㈮（必着）までに〒１９１
－００１１日野本町７－５－２３日野市社

会福祉協議会へ往復はがきで。往信
用裏面に①受講希望クラス②郵便番
号・住所③氏名（フリガナ）④電話・
ＦＡＸ⑤メールアドレス⑥生年月日
⑦会社名または学校名⑧受講動機⑨
手話学習歴⑩その他（障害など）を
記入
問 日野市社会福祉協議会（☎５８２－
２３１８）

回数時間期間対象講座

２５１０：００～１２：００７/１～
平成２８年３/１６
の水曜日

初めて手話に関わる者
初級・昼間コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス

２５１９：００～２１：００初級・夜間

２８１０：００～１２：００
５/１３～

平成２８年３/１６
の水曜日

１・２年程度の手話学習経験者
中級・昼間

２８

１９：００～２１：００

中級・夜間

２８２・３年程度の手話学習経験者上級

３３５/１２～
平成２８年３/１５
の火曜日

３・４年程度の手話学習経験者かつ
手話通訳者全国統一試験を受け、合
格後に日野市の手話通訳者として活
動する意志のある者

基本クラス
通
訳
養
成
コ
ー
ス ３３

４年以上の手話学習経験者かつ全国
統一試験を目指し合格後に手話通訳
者として活動する意志のある者

応用・実践
クラス

●返信用表面の記入事項…代表者住所・氏名
●往信用裏面の記入事項
▶利用施設名（「大成荘」と記入）
▶代表者氏名・ふりがな・住所・電話番号
▶利用者全員の氏名・ふりがな（未就学児は年齢も併記）
▶希望する部屋のタイプ
　（「○○棟のみ使用」・「どちらでもよい」など）
▶利用日と泊数（第３希望まで記入可）
　第１希望　○月○日から○泊
　第２希望　○月○日から○泊
　第３希望　○月○日から○泊
▶利用人数

▶食事
　夕食…Ａ定食○つ、Ｂ定食○つ、Ｃ定食○つ
　朝食…大人○つ、子ども（小学生以下）○つ
▶代表者の勤務先または学校名・電話番号（市内在勤・在学者
のみ記入）

記入事項に関する説明
①一般棟は各部屋テレビ・トイレ・洗面所付き、お部屋準
備のサービスあり。団体棟はそれらが無く、セルフサー
ビスとなります。
②団体棟は２人以上から申し込み可能となります。
③幼児（４歳以上の未就学児）には、あらかじめ寝具が用
意されています。乳児（３歳以下）は、寝具（無料）の
必要数を使用人数と併せてご記入ください。
④食事はＡ定食…会席風、大人向け／Ｂ定食…食の細い大
人・子供向け／Ｃ定食…お子様ランチ風、子供・幼児向
けです。団体食は別途お問い合わせください。

○人（○つ）○人 ○人 ○人 ○人

○人（○つ）○人 ○人 ○人 ○人

○人（○つ）市外 ○人 ○人 ○人 ○人

市内在住・在勤
・在学者

乳児（寝具）
３歳以下大人区分 中学生 小学生

幼児
４歳以上の
未就学児

市内在勤・在学
者の同居家族

①応募は１グループ１通まで②往
信用裏面の書き方は、右表を参照
③宿泊日数は２泊３日まで④返信
用表面には代表者の住所・氏名を
必ずご記入ください
その他　市の事業のため次の日は使
用できません
全館…８/７㈮・８㈯・１６㈰～１９㈬・
２１㈮・２２㈯、団体棟全室…８/５㈬・
６㈭
申５/８㈮（必着）までに〒１９１－
００５２東豊田２害３４害１０日野市企業
公社へ往復はがきで※抽選結果
は、５/１４㈭に発送予定
問　日野市企業公社（緯５８７－６３２１）

夏 休 み 期 間
（７/１８㈯〜８/３１㈪）

の申し込みは
往復はがきで

八ヶ岳高原大成荘


