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投稿のページ

原稿締め切り日
１１月１5日号…１0月１４日㈬
１２月 １日号…１0月２8日㈬
１２月１5日号…１１月１３日㈮
１月 １日号…１１月３0日㈪

講習・学習会
★市民による社会・経済研究会～2020年度テ
ーマ「平成経済の構造」　①10月10日㈯②31日
㈯／14:00～16:00／平山交流センター／①資
本主義の変質②日本の転換Ⅱ／1,000円／増
田（☎5８5-15８5）
★お華炭つくり体験講座　10月11日㈰10:00
～15:00※雨天中止／落川交流センター／先
着10人／500円／ひの炭やきクラブ（冨

とみやま
山☎

090-８８07-5437※ シ ョ ー ト メ ー ル（SMS）に
て）へ申し込み
★成年後見制度説明会・相談会　10月13日㈫
10:00～1２:00／多摩平の森ふれあい館／個別
相談あ

り／成年後見サポートひの（☎594-90８ 
5）へ申し込み
★マジック講習会　10月２0日㈫、11月3日㈷・
17日㈫、1２月1日㈫19:00～２1:00／多摩平の森
ふれあい館／トランプ・ロープ・新聞マジッ
クな

ど／初心者対象／10人／500円（4回）／大
塚（☎5８1-２0８２）へ申し込み
★英語おしゃべりクラブから　▶オンライン
レッスン「ちょっとしゃべれる英会話と世界
を知る講座」…10月２4日から隔週土曜日13:30
～15:30／5人／15,000円（10回）▶ Practice�X
コース繰り返し練習オンライン勉強会X-３…
10月２1日から毎週水曜日19:00～２1:00／いず
れもZoomを使用、外国人参加の回あ

り／実
施日の3日前までに同クラブ（☎5８２-８691）へ
申し込み
★ケア・センターやわらぎ～介護職員初任者
研修（通学）　11月２日～1２月２5日の月曜・水
曜・金曜日（２0日間）、実習4日間／同センタ
ー（立川市）／２4人／57,1２4円（テキスト代含
む）／申込方法など詳細は問い合わせを／10
月２6日㈪1２:00までに同センター（井上☎04２-
5２3-355２）へ

ごあんない
★ヨガサークル　10月の①毎週金曜日※30日
を除く②毎週月曜日／10:00から／①カルチ
ャールーム百草（百草）②平山交流センター／
①10人②２0人／1回500円※指導あ

り／秋山（☎
090-59８２-1753）へ申し込み
★「賭けない、飲まない、吸わない」の健康麻
雀しま専科　10月の毎週土曜日10:30～17:00
／尾崎ビル２階（立川駅北口）／あがり方の分
かる方対象※中高齢者歓迎／1日２,２00円※見

おもちゃ講習…10月16日㈮10:00～11:00／２組
／いずれも同園（高幡）／同園（☎591-5003）へ
申し込み
★朗読会「愛、深き淵より－その⑥」（星野富
弘著）　10月10日㈯14:00～15:00／日野南平キ
リスト教会（南平）／永井（☎593-0753）
★杉野幼稚園から　▶運動会…10月10日㈯
9:00～14:30※10:30から未就園児対象競技あ

り。
雨天順延▶園庭開放（要申込）…10月14日㈬
13:30～15:30※雨天中止▶入園説明会・見学
日…10月15日㈭10:00～11:30※10:30から入園
説明会／いずれも同園（百草）／同園（☎591-
3515）
★もぐさ台幼稚園～園庭開放　10月16日㈮

学可／尾﨑（☎090-5999-1033）へ申し込み
★レディース将棋　10月3日㈯・17日㈯13:00
～17:00／3日…中央図書館、17日…社会教育
センター／将棋対局／女性限定、初心者歓迎
／500円／榎本（☎5８1-4519）
★心と体の健康クラブ　10月3日㈯・1８日㈰
13:30～16:00／多摩平の森ふれあい館／丹田
呼吸法、スロー筋トレ体操な

ど／２5人／月２回
８00円※指導あ

り／真鍋（☎0８0-3015-075２）へ
申し込み
★日野柳友会～川柳句会　10月4日㈰13:30～
15:30／勤労・青年会館／兼題…抜き打ち、
ヌード※各２句／経験不問／1,000円※見学無
料／筆記用具／多胡（☎5８4-57８5）
★相続、遺言、生前贈与、成年後見など暮ら
しの無料法律相談会　10月4日㈰・11日㈰
9:00～1２:00／新町交流センター／各日10人
／もちづき会（☎070-5467-２757）へ申し込み
★日野生活と健康を守る会から　▶暮らしの
何でも相談、共同墓地・葬儀、遺言・相続な
どの相談…10月6日㈫・13日㈫10:00～1２:00／
ゆのした市民交流センター（日野本町）／大木

（☎0８0-８7２２-２２96）へ申し込み▶小・中・高
生の勉強会…10月1日㈭・８日㈭・15日㈭…日
野教室（日野駅周辺）、7日㈬・14日㈬…豊田
教室（豊田駅南口）／17:00～19:00／月700円
※保護者は要入会／安藤（☎0８0-3016-7991）
へ申し込み
★自粛で体が重い・今こそ体を動かしません
か～体力up＆ストレッチ　10月9日㈮10:00
～11:15／勤労・青年会館／6人／500円／3B
体操（倉橋☎090-5999-66２８）へ申し込み
★コーヒーで政治を学び、語る会～私たちの
政治カフェ・日野　10月10日㈯13:30～16:00
／愛隣舎ホール（多摩平）※直接会場へ／300
円／林（☎090-7901-4301）
★日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃除
10月11日㈰6:00京王線高幡不動駅南口バス停
付近集合、7:00解散／小学生以上対象／軍手
持参／惟

これ
住
ずみ
（☎594-7730）

★癒やしのパステル画を描く会　10月11日㈰
14:00～15:30／多摩平の森ふれあい館／荒川

（☎0８0-6643-695２）
★婚活テラスTAMA～今どきの出会い方と
結婚　仲人と話そう！婚活・お悩みあれこれ
10月11日㈰14:00～16:00／PlanT（多摩平の森
産業連携センター）／独身者・親対象／500円
※飲み物付き／山中（☎090-1733-6661）へ申
し込み
★相続・遺言・成年後見（老後対策）・空き家
対策など暮らしの無料相談会　10月1２日㈪
10:00～1２:00／多摩平交流センター／相続・
遺言を考える会（飯田☎090-８564-5２0８）へ申
し込み

★ベビーマッサージとアロマの免疫力アップ
バスボム作り　10月1２日㈪10:15～11:45／万
願寺交流センター／２カ月～歩行前の乳児と
母親対象／4組／1,８00円／伊勢谷（☎090-413 
3-5417）へ申し込み
★社会教育協会から　▶NEWSあれこれク
ラブ…10～1２月の第２・第4火曜日9:30～1２:00
／ニュースについて意見交換／８人／4,２90円

（6回）▶じっくり描こう人物画…10・11月の
第２・第4火曜日13:30～14:30／5人／15,9２0円

（4回）※指導あ
り／いずれも同協会ゆうりか

（多摩平）／同協会（☎5８6-6２２1）へ申し込み
★がんカフェひの　10月14日㈬10:00～11:00
／市立病院／交流、おしゃべり、情報交換な

ど

／酒井（☎0８0-1144-２44８）
★日野精神障害者家族会から　▶家族相談
（要申込）…10月15日㈭13:00からと15:00から
／家族・当事者対象▶交流会～情報交換・悩
み相談などなんでも…10月17日㈯13:30～16: 
00／いずれもひの市民活動支援センター／同
会（☎0８0-1２3８-5960）
★明星大学心理相談センター～EAPカウンセ
ラー公開講演会（オンライン講演）　10月２5日
㈰13:00～15:00／同大学（程久保）／100人／申
込方法など詳細は同大学 HP  参照または問い
合わせを／同センター（☎591-5933）
★オンラインバスツアー�De�リモート吟行会
11月1日㈰10:00～1２:00／オンラインバスツア
ー後に自宅で俳句を詠み、リモート句会に参
加／指導あ

り／２0人／費用など詳細は問い合
わせを／吉岡（☎090-1８4８-1８13）へ申し込み

もよおし
★日野子育てパートナーの会から　▶みんな
のはらっぱ南平～はらっぱカフェタイム…10
月6日㈫10:30～11:00／南平駅西交流センター
／保護者同士でお茶を楽しむ／乳幼児の保護
者対象／4人／30円▶みんなのはらっぱ万願
寺～①おやまにあつまれ！②ベビーマッサー
ジ（要申込）…①10月9日㈮②15日㈭／11:00～
11:45／①万願寺交流センター向かいの丘②
万願寺交流センター／①そり遊び／乳幼児の
親子対象／いずれも同会（☎5８7-6２76）
★あかいやね～①歌のコンサート②花のリー
ス作り③おもちゃ病院　①10月6日㈫②10日
㈯③２８日㈬／①②11:00から③10:00から／同
施設（程久保）／子育て中の親子対象／③壊れ
たおもちゃの預かりは10月1日㈭から／同施
設（☎594-7８41）
★たかはた北保育園から　▶出産を迎える親
子の体験学習…10月1２日㈪10:00～11:00／間
もなく出産をひかえている方、4カ月までの
乳児と母親対象／２組▶楽器で遊ぼう！…10
月13日㈫10:50～11:２0／２組▶作って遊ぼう

みんなのメモ帳をお読みの皆さまにお願い
新型コロナウイルｽの感染拡大防止のため、掲載された各催しについては予告なく中止
される場合があります。念のため、各記事末の問い合わせ先に実施の確認をお願いします。

11:30～1２:30／同園（百草）／平成２7年4月２日
～31年4月1日生まれ対象／同園（☎591-17２9）
へ申し込み
★こども食堂～さくらちゃん　10月1８日㈰
16:00～1８:30／日野キリスト教会（大坂上）／
音楽、ゲームなどの後においしい食事／300円
※中学生以下無料／山田（☎0８0-5491-８904）
へ申し込み
★ひよこハウス多摩平～0歳体験保育　11月5
日㈭・6日㈮・17日㈫・1８日㈬・２5日㈬・２6
日㈭10:00～11:00／同施設（多摩平）／平成31
年4月２日以降生まれの親子対象／各日先着２
組／10月19日㈪10:00から同施設（下田☎5８２-
８８61）へ

美術・音楽
★第１３回あんずの会水彩画作品展　10月13日
㈫～1８日㈰10:00～17:00※1８日は16:00まで／
とよだ市民ギャラリー／安藤（☎5８２-5739）

会員募集
先着順で掲載します。２度目以降の掲載は
前回掲載日の3カ月後から受け付けます。

★牛乳パックで楽しいオモチャを作りません
か　毎月第1・第3月曜日15:00～17:00／会員
宅（日野）／幼稚園～小学3年生対象／1回100
円／リサイクルアトリエあめんぼう（鈴木☎
5８5-２154）

市内公共交通のさらなる充実について
　「日野市地域公共交通会議」では、「高齢化対策」や「遊
び」、「買い物」など生活の質を高めるべく「生活利便性」の
向上に向けた公共交通の体系の再構築に向けて、平成２9
年度には基礎データを収集するためOD調査や利用者ア
ンケートを実施し、平成30年度に新たな「日野市地域公共
交通総合連携計画」の策定を行いました。今後は引き続き
この計画に基づき事業を実施し、市内公共交通の最適化
を図っていきます。
地域協働型交通の導入ガイドラインを策定しました
　平成30年度に策定した「日野市地域公共交通総合連携計
画」に基づき、令和元年度に「地域協働型交通の導入ガイ
ドライン」を策定しました。このガイドラインは市内の交
通空白地域に居住する方々が、「不便さの解消に向けて主
体的に地域公共交通の導入を検討したい」と考えた場合を
想定し、その活動に対する支援内容・支援手順などを整
理したものです。これまでの公共交通政策はどちらかと
言えば市民からの要望に行政が応える形で行われる「陳
情・要望対応型」でしたが、このガイドラインを運用する
ことにより、「協働・責任分担型」へ移行していきたいと
考えています。地域協働型交通を導入するに当たっては、
ある程度の効率面を重視する必要があるため、サービス
水準・需要面・財政面などによる一定の基準を設けてい
ます。詳細は市 HP  をご覧ください。
ワゴンタクシー土日祝日運行実証実験について
　ワゴンタクシーの運行日はこれまで平日のみとなって
いましたが、令和元年5月２5日から令和２年度末までの予
定で土日祝日運行の実証実験を実施しています。今年度
においてはこれまでの利用実績を評価・検証することに
より、実証実験終了後に本格運行に移行するか、もしく
は運行内容を変更するかなどを判断します。令和3年度以
降の運行につきましては決まり次第、改めて広報および
市 HP  などでお知らせします。
ミニバス・丘陵地ワゴンタクシーの時刻表を配付
　ミニバスおよび丘陵地ワゴンタクシーの時刻表を配布
していますのでご利用ください。また、市 HP  でもご覧い
ただけます。
配布場所 市役所3階都市計画課・1階市民相談窓口、七生支
所、豊田駅連絡所

■日野市ミニバｽ路線一覧
路線 発着 時刻表 運行

本数（便）
運行

間隔（分）始発 最終

Ｓ 市内路
線

高幡不動駅～豊田駅北口 6:3２ 1８:3２ 19 40
豊田駅北口～高幡不動駅 7:２0 19:45 ２0 40

Ａ
旭が丘
循環路
線

豊田駅北口～豊田駅北口 6:35 19:35 14 60

Ｗ 三沢台
路線

聖蹟桜ヶ丘駅～高幡不動駅 6:２0 ２1:00 ２3 40
高幡不動駅～聖蹟桜ヶ丘駅 7:05 ２0:２5 ２２ 40
百草園住宅～高幡不動駅 7:34 ８:14 ２ 40
高幡不動駅～百草園住宅中央 1８:0８ 19:２８ 3 40

Ｏ 落川路
線

聖蹟桜ヶ丘駅～高幡不動駅 7:10 19:10 13 60
高幡不動駅～聖蹟桜ヶ丘駅 7:40 19:40 13 60

D 南平路
線

高幡不動駅～豊田駅北口 6:55 19:00 ２0 40
豊田駅北口～高幡不動駅 ８:２0 19:40 19 40
北野街道口～高幡不動駅 6:53 ８:51 6 ２0
高幡不動駅～高幡不動駅 9:２0 ２1:00 3２ 10～40

H 平山循
環路線 豊田駅北口～豊田駅北口 7:２5 1８:２5 1２ 60

K
川辺堀
之内路
線

高幡不動駅～豊田駅南口 7:10 19:10 13 60

豊田駅南口～高幡不動駅 7:35 19:35 13 60

■ワゴンタｸシー「かわせみGo」路線一覧

路線 発着
時刻表 運行

本数（便）始発 最終

M 明星ルート

明星大学～市立
病院 ８:15 16:55 ８

市立病院～明星
大学 ８:50 17:30 ８

H 平山ルート
（循環路線）

市立病院～市立
病院

８:00
（平山苑西発）

16:50
（市立病院発） 7

ミニバス・丘陵地ワゴンタクシーをご利用いただき
ありがとうございます

ミニバｽ内に忘れ物、落と
し物をされた場合や運行状
況の問い合わせ先

丘陵地ワゴンタｸシーに忘れ
物、落とし物をされた場合や
運行状況の問い合わせ先

京王電鉄バｽ㈱
桜ヶ丘営業所

（☎0４２-59１-２7１２）

南観光交通㈱
（☎0４２-59２-00１２）

1003417ID 　問 都市計画課（☎514-８369）

　現在、市では右下表の通りミニバｽ7路線、丘陵地ワゴ
ンタｸシー ２路線を市が補助金を出して運行しています。
おかげさまで、昨年度の利用者はミニバｽでは約１6２万人、
丘陵地ワゴンタｸシーでは約３万5千人の方にご利用いた
だきました。ミニバｽにおいては平成２２年に路線網の見
直しを行って以来、利用者は増加傾向にあります。

　現在は新型コロナウイルｽの影響で利用者は減少して
いますが、３密を防止するため現状の便数を維持して運
行しています。また感染拡大の予防対策として車内換気、
消毒、乗務員のマｽｸ着用などを実施しています。引き
続きミニバｽ・丘陵地ワゴンタｸシーにおける感染予防
に努めてまいります。
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