
催 し
子供・保護者向け
図書館おはなし会（11月）
 1009976ID

高幡図書館（☎591-7322） 日程 7日
㈬・21日㈬ 中央図書館（☎586-058
4） 日程 14日㈬・22日㈭ 多摩平図書
館（☎583-2561） 日程 8日㈭（ひよこ
タイム）、28日㈬ 日野図書館（☎
584-0467） 日程 21日㈬ 平山図書館
（☎591-7772） 日程 15日㈭（ひよこタ
イム） 百草図書館（☎594-4646） 
日程 30日㈮
　いずれも 対象 0～2歳児、3歳～未就
学児、小学生以上のいずれかその他 
「ひよこタイム」とは乳幼児連れの保
護者が気兼ねなく来館できる時間。
詳細は問い合わせまたは図書館 HP 
参照
11月から多摩平図書館「ひよこタイ
ム」を拡大します　 1009992ID

日時 火曜～金曜日10:00～12:00 問 多
摩平図書館（☎583-2561）

3Dプリンター活用教室
 1010272ID

日時 10月27日 ㈯10:00～15:00 会場 
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー） 内容 ① CADソ フ ト の 基 礎
（FreeCAD）②3Ｄプリンターによ
る造形 講師 川原万人氏（明星大学准
教授） 対象 小学5年～中学生と保護
者 定員 申込制で先着4組 その他 造形
した作品は後日お渡し 申込 日野市
商工会（ FAX 586-6063  mn.koba
yashi@shokokai-tokyo.or.jp ）へ
電話、ファクスまたはEメールで。
住所、氏名、学年、電話番号を記入 
問 日野市商工会（☎581-3666）

地域子ども家庭支援センター
多摩平「はぴはぴ」から
問 同センター多摩平「はぴはぴ」
（☎589-1260）

はじめてのママの日～子育てひろ
ば体験をしてみよう  1009504ID

日時 11月6日 ㈫14:00～15:00会場 地
域子ども家庭支援センター多摩平
「はぴはぴ」 内容 おしゃべりタイム、
はぴはぴタイム体験 対象 ひろば利
用が初めての生後5カ月児までと母
親または妊娠中の方 定員 申込制で
先着5組 申込 10月18日㈭10:00から
電話 
地域で子育てなかまを見つけよう！
～子育てサークルを作ろう  

1009993ID

日時 11月7日㈬・15日㈭・21日㈬10:
15～11:15 会場 旭が丘地区センター 
内容 子育てサークル作り 対象 0～3
歳児と保護者 定員 申込制で先着15
組 申込 10月19日㈮10:00から電話　

養育家庭体験発表会
 1010010ID

日時 10月25日㈭14:00～16:00会場 市
役所5階505会議室※直接会場へ 
内容 ①伊達直利氏（旭児童ホーム理
事長）による基調講演「介入時代にあ
っての里親養護」②里親・元里子さ
ん体験談 問 子ども家庭支援センタ
ー（☎599-6670）

青少年育成会から  
 二中地区～ひと声広場「三世代の集
い」  1010039ID

日時 11月3日㈷10:00～14:00※雨天実
施 会場 二中 内容 ステージコーナー、
模擬店など 問 同会（大山☎582-3465）
 三中地区～さといも収穫祭 
 1010038ID

日時 10月28日㈰10:00～13:30※雨天
時は食事会のみ実施し、さといも掘
りは11月4日㈰10:00から 会場・内容  
石坂ファーム…さといも堀り、三中
…食事会※直接会場へ。公共交通機
関で来場を 持ち物 飲み物、タオル、
帽子 その他 汚れてもよい靴と服装
で 問 同会（田邊☎090-4138-7502）

健康
地域介護予防活動支援事業～
高齢者が元気で暮らし続けら
れる地域を目指して
日時・会場 ①10月31日㈬13:30～14:45
…旭が丘地区センター②11月6日㈫、
12月4日㈫13:30～15:00…東宮下地
区センター 内容 ①歌謡笑（ショー）
②高齢者にも優しい椅子ヨガ 対象 
65歳以上の方 定員 申込制で先着①
50人②30人 申込 電話 問 日野市社会
福祉協議会（☎584-1294）

記念行事・フェスタ・複合イベント
住んでいることに誇れる輝き
発展するまち～川辺堀之内祭
り
日時 10月21日 ㈰ 11:00～16:00 会場 
川辺堀之内国道予定地内（川辺堀之
内研修所隣） 内容 まちづくりなどの
展示、ミニ舞台、地元野菜直売、模
擬店、防犯・防災音頭、健康体操な
ど 問 日野市企業公社（☎587-6321）
――――――――――――――――
【訂正】
　10月1日号17面「新選組のふるさと
歴史館企画展」の記事で会場に誤り
がありました。会場が「日野宿本陣」
とありますが、正しくは「新選組の
ふるさと歴史館」です。訂正してお
詫びします。 ■放置ゼロ　キレイな街で　おもてなし

　放置自転車は、歩行者の安全な通行の妨げとなり、
緊急車両などの通行や災害時の避難・救助活動が困難に
なるほか交通事故の原因にもなります。
　自転車は駐輪場などの決められた場所に置きましょ
う。
問  防災安全課（☎514-8963)
■放置自転車は撤去します
　市では、自転車等放置禁止区域に放置された自転車
を撤去し、自転車等保管場所（右図参照）に保管してい
ます。撤去された自転車などの引き取りには撤去手数
料が掛かります。なお、引き取りのない自転車などは2
カ月間保管した後に処分します。
撤去手数料  自転車…3,000円、バイク…4,500円
問  道路課（☎514-8421)
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10月22日㈪～31日㈬は駅前放置自転車クリーンキャンペーン
1009874ID

1003836ID

対象 平成11年4月1日以前に生まれた市内在住の女性のうち、
平成30年4月2日～平成31年4月1日に偶数年齢になる方、前年
度未受診の方または無料クーポン券対象者※2年に1回受診
可。子宮頸がん受診者のうち問診の結果医師が必要と認める
方は体がん検診受診可
自己負担額 800円※当日医療機関で支払い
注意 受診前日に膣内は洗わない、受診2～3日前から性生活は避
ける、最近の生理日を確認※検診当日、生理中の方は受診不可

対象 昭和54年4月1日以前に生まれた市内在住の女性のうち、
平成30年4月2日～平成31年4月1日に偶数年齢になる方、前年
度未受診の方または無料クーポン券対象者※2年に1回受診
可。妊娠およびその可能性のある方、豊胸手術をされている
方などは受診不可
自己負担額 1,500円※当日医療機関で支払い

医療機関名 検診日・時間 備考

大川産婦人科医院
多摩平3‒14‒4 
☎586‒1061

月･水・土
(受付時間)
8:00～12:00
13:30～16:00
火･金

(受付時間)
8:00～12:00

加来産婦人科
コンチェルト第二
日野本町3‒11‒4 日野
スカイマンション202 
☎514－8622

月・火・金
9:00～12:00
14:00～16:00

※要電話予約

水・土
9:00～12:00

産婦人科コンチェルト
日野2949‒4  
☎586‒1103

月～金
(受付時間) 
9:00～11:00
15:00～16:00

※電話予約可。予約患者さ
ま優先のため、予約をさ
れていない方は、午前は
11:00以降、午後は16:00
以降に実施することが多く
なることをご了承ください

日野市立病院
多摩平4‒3‒1 
☎581‒2677

月～金
8:30～11:00

産婦人科外来で実施（予
約不要）

火・金
14:30～16:00

※要電話予約。予約受付
時間　平日14:00～16:00

水
14:00～16:00

※検診日・時間などは、医療機関の都合により変更することがあります

平成30年度子宮頸がん・乳がん検診

子宮頸がん検診（問診、視診、細胞診） 乳がん検診（問診・視触診・マンモグラフィ
検査（乳房Ⅹ線撮影））　　　　　 1003835ID

問健康課（☎581-4111）
料で受診可①生活保護受給者（生活保護受給証明書）②中国残
留邦人等支援給付受給世帯（受給証明書）③今年度40歳（昭和53
年4月2日～昭和54年4月1日生まれ）を迎える方（保険証）④無料
クーポン券対象者（クーポン券）

実施期間 平成31年2月28日㈭まで
受診方法 実施期間中に指定医療機関（下表参照）で直接受診
持ち物 健康保険証、自己負担金
その他 次の方は必要書類を医療機関の窓口に提出すれば無

①検診の申込 ②検診を受ける ③結果の確認 子宮頸がん検診1カ月後に検診結果を郵送
乳がん検診受診医療機関で結果をお知らせ

日程・会場 11月3日㈷…実践女子大
学（常磐祭）、4日㈰…明星大学（星友
祭）、10日㈯…市民陸上競技場（産業
まつり）※いずれも新選組グッズが
なくなり次第終了
参加方法 ①星友祭（明星大学）または
常磐祭（実践女子大学）のブースでス

1010013ID 　 問 企画経営課（☎514-8047）
市と協定を結んでいる実践女子学園、明星大学の学園祭と連携して、スタンプラリーを開催します。

タンプ台紙を受け取る
②各会場のブースでスタンプ台紙に
スタンプを押す
③スタンプが2種類以上集まったら
各会場のブースで市限定の新選組グ
ッズと交換

市内大学の学園祭へ行って日野市限定の新選組グッズをもらおう!!

▲市限定新選組グッズ
　（誠の手ぬぐい、クリアファイル）

医療機関名 検診日・時間 備考
高幡駅前川崎クリ
ニック
高幡1000‒2 三井住
友銀行高幡不動ビ
ル6階 
☎599‒0036

月・火・木・
金

14:30～15:00 ※要電話予約

花輪病院
日野本町3‒14‒15
☎582‒0061

10月1日現在、
検診の受け入れを停止しています

日野市立病院
多摩平4‒3‒1 
☎581‒2677

マンモ
グラフィ検査
月～金

9:30～15:30
（曜日により
異なります）

※要電話予約
予約受付時間
平日
14:00～16:00問診・

結果説明
木

9:00～16:00

望月医院
多摩平6‒31‒4 
☎581‒0504

月･火・木・
金

9:30～10:30 ※要電話予約

森久保クリニック
高幡328 森久保医
療モール101 
☎594‒6778

月 9:00から､
16:00から

※各日定員制

火・金・土 9:00から

水 9:00から､
15:00から

※水曜日は
　女性医師

※検診日・時間などは、医療機関の都合により変更することがあります

検診のながれ 

9 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
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