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平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
 1003186ID

　詳細は同クラブへお問い合わせく
ださい。
 夏休み早朝ラジオ体操 
日時 前期…7月22日㈪～26日㈮、後
期…8月20日㈫～24日㈯いずれも6:25
～6:45 会場 平山台健康・市民支援セ
ンター
 ヨーガ教室 
日時 毎週月曜日9:00～12:00 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 安
藤ゆかり氏（公認指導者）費用 600円
※会員300円
 ズンバフィットネス教室 
日時 毎週月曜日14:30～15:30 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 佐
藤みどり氏（公認指導者）費用 600円
※会員300円
 フラダンス教室 
日時 毎月第1・2・4火曜日13:30～15:00
（入門）、15:00～16:30（初級） 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 村
井世子氏（ハワイ公認指導者）費用 
600円※会員300円
 ソフトエアロ教室 
日時 毎週金曜日14:00～15:30 会場 平
山台健康・市民支援センター 講師 星
野佳代子氏（公認指導者）費用 600円
※会員300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※
9:30～20:30） 1000974ID

初心者のためのドル平こども水泳
教室
日時 ①9月11日～10月16日の毎週水
曜日②9月12日～10月17日の毎週木
曜日いずれも16:00～17:00 対象 水慣
れはできているが泳げない小学生 
定員 若干人※欠員補充のため。申込
多数の場合は抽選 費用9,000円※入
場料別途 申込 いずれも8月5日㈪（必
着）までに〒191-0021石田1-11-1東
部会館温水プール（  toubu.pool 
@gmail.com）へ はがき  またはEメー
ルで。参加者氏名、学年、住所、電
話番号、希望コース、泳力を記入※

8月9日㈮以降に結果を通知

市民プールイベント参加者募
集 1000993ID

　イベントなどの詳細は、日野市民
プール HP をご覧ください。
 ワンポイントスイミング 
日時 7月26日㈮・27日㈯11:00～11:10
 水中運動教室 
日時 7月27日～8月31日の毎週土曜日
14:10～14:30※8月10日を除く 内容 水
中ウオーキング、水中エクササイズ
　いずれも 対象 小学生未満は高校
生以上同伴 費用 3時間200円※中学
生以下100円 その他 衛生・安全管理、
快適利用のための利用規則あり 問 
シンコースポーツ㈱市民プール担当
（☎583-5440※オープン時間中のみ）

子供・保護者向け
青少年育成会から
 一中地区～ふれあいデイキャンプ 
 1009459ID

日時 7月20日㈯10:00～14:00※荒天中
止 会場 仲田の森蚕

さん
糸
し
公園 費用 200円

（保険料含む）※当日集金 申込 電話 
問 同会（伊野☎587-1419）
 大坂上中地区～ふれあいまつり 
 1009329ID

日時 7月27日㈯9:45～12:00 会場 大坂
上中校庭※雨天時は体育館 内容 模
擬店、手作り遊び、ゲーム、吹奏楽
部演奏など 問 同会（奥住☎583-194
4）

子育てサークル・子育て支援
グループポスター展～どんな
サークル・支援グループがあ
るの？ 1011845ID

日程 ①7月22日㈪～28日㈰②7月30日
㈫～8月4日㈰ 会場 ①地域子ども家庭
支援センター万願寺②多摩平の森ふ
れあい館 問 ①同センター万願寺（☎
586-1312）②地域子ども家庭支援セン
ター多摩平「はぴはぴ」（☎589-1260）

図書館夏休み特別企画～みん
なで工作しましょう！
 1011916ID

 多摩平図書館（☎583-2561）  
日程 7月24日㈬、8月8日㈭（ひよこ
タイム） 
 中央図書館（☎586-0584）  

日程 7月25日㈭、8月14日㈬ 
 百草図書館（☎594-4646）  
日程 7月26日㈮ 
 高幡図書館（☎591-7322）  
日程 8月7日㈬ 
 平山図書館（☎591-7772）  
日程 8月15日㈭（ひよこタイム） 
 日野図書館（☎584-0467）  
日程 8月21日㈬
　いずれも直接会場へ 対象・内容 0～
2歳児…おはなし会とおみやげの配布、
3歳以上…工作、本の紹介など 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

シングルママ・パパの集い
 1008504ID

　ひとり親同士で気軽におしゃべり
しませんか。お子さまも一緒に参加
できます。
日時 7月28日㈰15:00～16:30 会場・問 
地域子ども家庭支援センター万願寺
（☎586-1312）

自然体験広場に集まろう！
 1004069ID

日時 ①みにみにさいころあにまるを
つくろう…8月10日㈯10:00～11:30②
どきどきワクワクデイキャンプ！…
22日㈭13:00～18:00③わくわくどき
どきデイキャンプ！…24日㈯14:00～
20:00④たたみコースターをつくろう
…10日㈯10:30～12:00 会場 仲田の森
蚕糸公園内自然体験広場 内容 ①バ
ルサ材を加工、接着して小さな動物
や昆虫を作る②レク遊び・バウムク
ーヘン作りなど③レク遊び・カレー
作り・キャンプファイヤーなど④た
たみと千代紙を使ったオリジナルコ
ースター作り 講師 同広場ボランテ
ィアスタッフ 対象 ①④小学生②小
学4～6年生③小学1～3年生 定員 ①
10人②36人③40人④15人※申込多数
の場合は抽選 その他 持ち物などの
詳細は返信はがきでお知らせします 
申込 ①④は7月26日㈮（必着）②③は
8月9日㈮（必着）までに〒191-8686日
野市役所子育て課自然体験広場自主
企画担当へ 往復はがき  で。往信用裏面
に参加したい回の番号、題名、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、学年、
性別を記入※1枚のはがきで複数回
の申込可 問 子育て課（☎514-8579)

プラスチック類ごみの
分別・収集が始まります

ごみ・資源物の分別
もう一度おさらいしませんか

令和2年1月から

問 ごみゼロ推進課（☎581‒0444） 1012124ID

　令和2年1月から収集が始まるプラスチック類ごみ
（プラごみ）の指定収集袋の種類・価格（手数料）、収
集回数は次の通りです。
　分別方法やごみの出し方などについては、中学校
区ごとの説明会を開催してご説明するとともに、今
後、広報ひのなどでもお知らせしていきます。

　プラごみの収集が始まる来年1月からは、各家庭
から出る不燃ごみが陶磁器、ガラス、ゴム製品、皮
革製品などだけとなるため、排出量がかなり少なく
なることが予想されます。不燃ごみの指定収集袋は
計画的に購入してください。

　プラごみ
減量を目的
に可燃ごみ・
不燃ごみと
同額です。

　プラスチック類ごみは、市が新たに作成する青色の市指定収集袋
でお出しください。なお、各地域の収集日は、12月に配布するごみ・
資源分別カレンダーでお知らせします。

　右表の日程でごみ減量、プラス
チック類ごみの分別・収集に関す
る説明会を開催します。
　プラ分別などに関するご質問な
どにお答えしますのでぜひお越し
ください。

●緩衝材は取り除いて
段ボールについている発泡
スチロールなどの緩衝材は
取り除いてお出しくださ
い。

●プラスチックの注ぎ口は取り除いて
プラスチック製の注ぎ口がついている場合
には、その部分は切り取って不燃ごみへ（令
和2年からはプラスチック類ごみへ）。なる
べくスーパーなどの店頭回収へお返ししま
しょう。

●分別の徹底にご協力を
かばん・靴・ぬいぐるみ（いずれも可
燃ごみ）や、布団（粗大ごみ）、クッショ
ン（材質によって可燃ごみまたは不燃
ごみ）などが多く混入しています。分
別の徹底にご協力ください。

■プラごみ指定収集袋の価格（手数料）

■中学校区ごとの説明会を開催

段ボール
製紙工場で処理され、再び
段ボールへ再生されます

紙パック類
製紙工場で処理され、紙やトイレットペー
パー「帰ってきたぞう」などに再生されます

古着・古布
再び衣類として再使用されたり、ウ
エス（雑巾など）として再生されます

〈説明会日時・会場〉　※車での来場はご遠慮ください。9月以降も自治会説明会などを実施します

■プラごみ指定収集袋・収集回数

▶不燃ごみ指定収集袋の購入は計画的に

※ごみ減量を目的に外袋を廃止しロール状で販売します
（可燃・不燃の収集袋も同様）
※プラごみ指定収集袋は12月上旬から販売する予定です

大きさ 1ロール（10枚）の価格
ミニ袋（5㍑相当） 100円
小袋（10㍑相当） 200円
中袋（20㍑相当） 400円
大袋（40㍑相当） 800円

地区 日時 会場
平山中 7月27日㈯ 10:00から 平山中食堂
四中 7月27日㈯ 14:00から 四中食堂　
大坂上中 8月4日㈰ 10:00から 大坂上中食堂
三沢中 8月4日㈰ 14:00から 三沢中食堂　

地区 日時 会場
一中 8月10日㈯ 10:00から 一中食堂　
三中 8月10日㈯ 14:00から 三中食堂　
七生中 8月11日㈷ 10:00から 七生中食堂
二中 8月11日㈷ 14:00から 二中食堂　

今回は資源物の出し方と
処理した後の行方だよパート３

新たに
作成する
市指定袋

令和2年
1月から現 在

不燃ごみ

不燃ごみ

プラスチック

陶磁器、ガラス
+

陶磁器、
ガラス

4週に1回収集

4週に1回
収集

週1回収集

週1回
収集

プラスチック類
ごみ

発泡スチロール・
トレー類

第72回都民体育大会春季大会ボウリング競技（女子の部）で優勝！

イオンリテール㈱から
「ひの新選組WAON寄付金」贈呈

　5月12日に東大和グラウンドボウル
で行われた同大会で、市内在住の山
下佳世子さん、原邦子さん、中島梨
沙さんのチームが優勝しました。6月
12日には市長を訪問し、結果を報告
しました。今後の活躍が楽しみです。
問文化スポーツ課（☎514-8465)

　市の商業および地域振興のため、6月11日にイオン
リテール㈱から「ひの新選組WAON」で電子決済され
た金額の0.1%が寄付され
ました。寄付金は、がん
検診や乳幼児健診、ウオ
ーキング事業などで付与
する「ひのくるポイント」
として活用しています。
問 産業振興課（☎514-84
37)

1012128ID

▲右から山下さん、大坪市長、原さん、中島さん ▲イオンリテール㈱ 石河康明氏（右）

9 市役所　　　 585 ー 1111
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