
内容 日程 時間･会場 問い合わせ先

開会式 ₉月₇日㈯ 13：30～1₆：00 ひ 文化スポーツ課
（☎₅14︲₈4₆2）

美術展
₉月1₈日㈬
₉月1₉日㈭
～22日㈰
₉月23日㈷

13：00～1₇：00 ひ
10：00～1₇：00 ひ

10：00～1₅：00 ひ

河辺（☎₅₉4︲2₅02）
※₉月10日㈫まで作品
募集中。規定数に達
した場合は締め切り

音
楽
祭

軽音楽祭 ₉月22日㈰ 13：00～1₈：30 ひ 村上（☎₅₈2︲0₇₅₆）

音楽の
集い

10月₆日㈰
（一般の部） 12：00～1₆：00 ひ 砂川（☎₅₉2︲13₇₉）

10月2₇日㈰
（学生の部） 11：00～1₆：00 七 大宅（☎₅₈3︲₅013）

カラオケ
大会 11月₉日㈯ 12：00～1₆：00 ひ 新井田（☎₅₉3︲3214）

吟詠大会 10月₅日㈯ 10：30～1₅：30 ひ 岩﨑（☎₅₈2⊖11₅0）

茶会
10月₆日㈰ 10：00～1₅：00 ひ

二宮（☎₅₉3︲21₉2）
※直接会場へ

11月3日㈷ 10：00～1₅：00 百

書道展 10月11日㈮
～13日㈰

10：00～1₇：00 ひ
※13日は1₅：30まで

黒瀬（☎₅₈3︲₈₆₅3）
※₉月13日㈮まで作品募集中

舞踊大会
（新舞踊） 10月13日㈰ 10：30～1₆：00 ひ 幅（☎₅₈1⊖4₇₉₉）

奇術発表会 10月13日㈰ 13：00～1₆：00 ひ 大塚（☎₅₈1⊖20₈2）

フラ・ハワイアン 10月14日㈷ 12：30～1₆：30 ひ 冨本（☎₅₈1⊖44₆₈）

内容 日程 時間･会場 問い合わせ先

いけばな展 10月1₉日㈯
･20日㈰

10：00～1₇：00 ひ
※20日は1₅：₅0まで 成松（☎0₉0⊖₅30₇⊖0₈3₆）

民謡大会 10月20日㈰ 10：00～1₆：00 ひ 川添（☎₅₈3⊖₉₇3₆）

フォークダンス
大会 10月2₇日㈰ 10：00～12：00 ふ

12：30～1₅：30 ふ
野口（☎₅₈₇︲₆₅₉₅）
※直接会場へ。上履き持参

市民合唱祭 10月2₇日㈰ 式典11：00～12：00 ひ
合唱祭12：00～1₈：30 ひ 佐野（☎0₈0⊖31₅₅⊖03₅₇）

菊花展 10月2₉日㈫
～11月₈日㈮ ₉：00～1₆：00 市 西野（☎₅₈2︲43₈1）

※10月2₇日㈰まで作品募集中
中学校演劇

発表会 11月2日㈯ 12：30～1₆：00 ひ 簗田
（大坂上中☎₅₈3⊖₉₇₅₅）

吹奏楽祭 11月10日㈰ 13：30～1₈：00 ひ 神尾
（三沢中☎₅₉2⊖₅01₇）

漢詩展 11月14日㈭
～1₇日㈰

10：00～1₆：30 ひ
※1₇日は1₅：30まで

斎藤（☎₅₉1︲4₅30）
※ 作 品 募 集 中（10月
10日㈭までに郵送）

ボーイ・ガール
スカウト野外

体験会
11月1₇日㈰ 10：00～1₅：00 多 吉田（☎0₉0⊖₇1₉₅⊖₇₇31）

箏曲・尺八
演奏会 11月1₇日㈰ 11：30～1₆：30 ひ 吉田（☎₅₈3⊖3242）

多摩ファミリー
オーケストラ

演奏会
（第13回定期演奏会）

11月1₇日㈰ 14：00～1₆：00 ひ 弘重（☎0₉0⊖₉₈23⊖₉₆1₅）

陶芸展 11月22日㈮
～24日㈰

10：00～1₇：00 ひ
※24日は1₆：00まで

樋口（☎₅₉2⊖₅00₈）
※₉月22日㈰まで作品
募集中

大正琴演奏会 11月23日㈷ 11：30～1₆：00 ひ 岡本（☎₅₈₆⊖₇132）

問 文化スポーツ課（☎514︲8462）

百 京王百草園
七 七生公会堂
ひ ひの煉瓦ホール（市民会館）

●●●会場について●●●

ふ 市民の森ふれあいホール
市 市役所前市民プラザ
多 多摩平第一公園

ピンクリボン in 日野市2019
～11人に1人が乳がん　早期発見を！ 

参加費
無料

日程 10月6日㈰ 会場イオンモール多摩平の森※直接会場へ

　日本人女性の11人に1人は乳がんにかかると言われています。乳がんになる人は30歳代から増え、50歳代までの
働き盛りの世代に多く、この年代の女性のがん死亡原因のトップとなっています。乳がんは早期に発見し、治療す
れば90％は治る病気。10月は乳がん月間です。この機会に乳がんについて考えてみましょう。

ピンクリボン活動に取り組む企業、
団体による普及啓発資料の配布や
パネル展示を行います。

3階イオンホール
1階センターコート

協力企業・団体（₅0音順）： イオンモール株式会社、大塚製薬㈱ニュートラシューティカル
ズ事業部、コニカミノルタジャパン株式会社、日野市立病院
患者の会がん患者の会「青葉の会」、南多摩地域栄養士協議
会、持田製薬株式会社

※参加者には「ピンクリボンバッジ」をプレゼント！（先着150人）

▲にゅうピンク

講師 市立病院 副院長 外科　菊永 裕行 先生

イオンモール多摩平の森

「乳がんの不思議～早期発見が大切な理由」
10：30～11：30 10：30～15：00

講演会 ブース
出展3階イオンホール

問 健康課（☎581-4111）　 1012285ID

1012088ID

アンケートにご協力いただいた方には
粗品プレゼント！（先着250人）
お子さまが楽しめるコーナーもあります。

令和元年度 

第₅₇回 市民文化祭 日程表

　「仕事」「学び」「生活」が集まる多摩平エリア。その場所にあるPlanT（多
摩平の森産業連携センター）には、企業で働く人、創業を目指す人、クリ
エイター、地域で活動する・したい住民や学生など、さまざまな人が訪
れます。PlanTは、交流を通じて新たな「こと」や価値が生まれる場所と
なることを目指し、ビジネスを中心としたさまざまな活動を行っていま
す。広報今号では、その取り組みの一部をご紹介します。

　PlanTを活用してスタートアップする意思のある方を発掘し、そのビジネスプランの発表の場を提供するとともに、プラン
の実現と地域の創業・起業モデルの育成を目的に実施します。なお、このコンテストは、総務省およびNICT(国立研究開発
法人情報通信研究機構)主催の起業家万博・地区大会を兼ねています。申込方法など詳細はPlanT HP をご覧ください。

　このセミナーは特定創業支援等事業の4科目の
うち、「経営」「販路」の2科目に該当します。すべ
ての科目を受講後、該当する自治体などからの
証明書の発行を受けると、株式会社設立時の登
録免許税減免などの優遇措置を利用できます。
日時・内容・講師  下表の通り 定員 申込制で先着20
人その他  1歳～未就学児の保育あり（開催日の14
日前までに要連絡）申込 ①9月2日㈪から②10月15
日㈫から電話 問 産業振興課（☎514-8442）

　創業に必要な知識の習得と人脈を構築し、実践的なビジネスプランの
作成を目指します。
日程・内容・講師  下表の通り 時間 いずれも13:00～17:00 会場 PlanT 定員 申
込制で先着20人 費用 5,000円（全5回） その他  1歳～未就学児の保育あり（開
催日の14日前までに要連絡）申込 10月15日㈫までに電話、ファクスまた
は E メールで。住所、氏名、電話番号を記入 問 産業振興課（☎514-
8442 FAX 583-4483 sangyo@city.hino.lg.jp）

�参加対象事業�
●業種・事業分野・事業規模は問いません
●他のビジネスプランコンテストなどで入賞実績がないもの
●公序良俗に反せず、社会通念上適切と認められるもの
スケジュール�
エントリー受付 9月1日㈰～10月31日㈭※24:00必着
一次審査（書類審査）�結果を11月17日㈰までに通知
最終審査（プレゼンテーション）�12月8日㈰※コンテスト終了後、
交流会あり
�対象�
①18歳以上で起業を目指す方、または事業開始後5年未満の事業

対話から発想に　発想からビジネスに
PlanTがあなたの一歩をサポート

所在地 多摩平2-5-1 クレヴィア豊田多摩平の
森RESIDENCE 1階（☎843-3215）
営業時間  月曜～金曜日10:00～23:00※土曜・日
曜日、祝日は21:00まで。年末年始は休館

1003487ID

12月8日㈰ PlanT（多摩平の森産業連携センター）で開催
PlanTビジネスプランコンテストwith 起業家万博2019

PlanTビジネスセミナー第10期創業スクール 1009980ID1008769ID

者②すでに事業を営んでいる事業者で、新規事業を開始
予定または開始後間もない方③法人および個人のいずれ
も参加可④12月8日㈰のコンテストに参加できる⑤暴力
団など反社会的組織に所属もしくは関係していないこと
�審査基準�
審査は以下の①～⑥を中心に総合的に判断します。
①独自性、市場優位性②成長性③実現性(収益性を含む)④
日野市および多摩地域の地域課題・社会課題の解決につな
がるもの⑤PlanTの活用⑥ICTの活用
�その他�
賞品あり※詳細はPlanT HP 参照

日程 内容 講師

10月26日㈯ オリエンテーション、事
業構想・経営理念

多摩信用金庫、浅川絢子氏（HerbNet
代表）

11月2日㈯ 人材活用、財務・会計・
事業開始の手続き

佐藤昌義氏（HR コンサルティング
㈱）、佐藤浩崇氏（税理士）

11月16日㈯ マーケティング・販売戦略 山下雅弘氏（Herstory代表理事）

11月30日㈯ 資金調達、事業計画書の
作り方、中間発表 多摩信用金庫創業支援担当者

12月14日㈯ ビジネスプラン発表会 浅川絢子氏（HerbNet代表）、山下雅弘氏
（Herstory代表理事）、市産業振興課職員

日時 内容 講師

①9月14日㈯
10:30～12:30

【経営】日野市
創業キックオ
フセミナー

山下雅弘氏（Herstory
代表理事）、江尻チハ
ル氏（Bloom bruna）

②11月20日㈬
19:00～21:00

【販路】ビジネス
の魅力を伝える
プロモーション

大森渚氏（㈱オージ
ュ・コンサルティン
グ代表取締役）

問 産業振興課（☎514-8442）

PlanT（多摩平の森産業連携センター）

費用無料

 問 産業振興課（☎514-8442）

▲ピンクリボンin
　日野市2019 HP

13 12市役所　　　 585 ー 1111
かんたん検索!��市公式 HP に各記事の見出し横のID番号を入力

soudan@city.hino.lg.jp代表☎




