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講習・学習会
★成年後見制度説明会・相談会　12月22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-
9085）へ申し込み
★コロナ禍と貧困の現実～社会保障、社会福
祉を前進させるために　12月26日㈯14:00～16:
00／生活・保健センター／40人／500円／日
野・市民自治研究所（☎589-2106）へ申し込み
★ Help�me!!� �Excel ＆Word　1月16日 ㈯
12:30～14:30（全12回、第1・第3土曜日開催）
／Excel、Wordの経験が多少ある方対象／
5人以上で開講／月2,100円／NPO法人シニ
アネットクラブ日野教室（柳下☎080-3176-
6240）へ申し込み

ごあんない
★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…12月15日㈫・22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…①12月16日㈬、23日㈬②12月
17日㈭・24日㈭いずれも17:00～19:00／①豊
田教室（豊田駅南口）②日野教室（日野駅）／月
700円※保護者は要入会／安藤（☎080-3016-
7991）へ申し込み
★交流会～情報交換・悩み相談などなんでも
12月19日㈯13:30～16:00／ひの市民活動支援
センター／日野精神障害者家族会（☎080-
1238-5960）
★相続、遺言、生前贈与、成年後見などの身
近な無料市民法律相談　12月20日㈰9:00～
12:00／新町交流センター／10人／もちづき
会（☎070-5467-2757）へ申し込み
★日野失語症者交流会「すずめ」　12月20日㈰
10:00～15:00／平山交流センター／言語聴覚
士による集団言語訓練および交流／1,500円

（昼食付き）／12月18日㈮までに磯野（☎583-
2714）へ
★コロナ・寒さに負けない体力づくり～体力
up＆ストレッチ　12月20日㈰10:00～11:20、
26日㈯13:40～15:00／生活・保健センター／
各日6人／500円／3B 体操（倉橋☎090-5999-
6628）へ申し込み
★相続・遺言（エンディングノート）・成年後
見・老後の備えなど暮らしの無料相談会　12

月22日㈫13:00～16:00／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
★楽しい大人のけん玉　1月7日㈭・21日㈭・
2月4日 ㈭・18日 ㈭・3月4日 ㈭・18日 ㈭10:30
～12:00／社会教育協会ゆうりか（多摩平）／
技の習得・認定会／5人／7,580円（6回）※指
導あ

り／同協会（☎586-6221）へ申し込み
★フリーマーケット出展者募集　1月10日㈰
9:00～16:00、2月14日㈰9:00～15:00※雨天中
止／高幡不動尊境内／2,000円／リサイクル
運動友の会（☎090-3222-5060）
★放送大学4月入学制募集　テレビやインタ
ーネットなどを利用し授業を行う通信性の大
学／申し込み方法など詳細は問い合わせを／
出願期間2月28日㈰（第1回）、3月16日㈫（第2
回）までに同大学東京多摩学習センター（☎
042-349-3467）へ　

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～体重計測の日…12月15日㈫
9:30～14:00／南平駅西交流センター／乳幼
児とその保護者対象▶みんなのはらっぱ万願
寺～はらっぱカフェタイム…12月17日 ㈭
10:00～10:30／万願寺交流センター／乳幼児
の保護者対象／4人／30円▶体重計測の日…
12月23日㈬9:30～14:00／万願寺交流センタ
ー／乳幼児とその保護者対象／いずれも同会

（☎587-6276）
★楽しく唄おう～カンツォーネ　12月18日㈮
13:00～15:00／ 東 部 会 館／15人／100円／ 栁
田（☎090-2251-3893）へ申し込み
★クレアホーム＆ガーデン～蜂蜜酒と妖精の
物語　12月19日㈯14:00～15:30／同施設（日野
本町）／神話などに登場する世界最古といわれ
ている蜂蜜酒についてのお話と試飲／12人／
3,500円／同施設（山崎☎582-1313）へ申し込み
★ハーモニーから ▶歌声喫茶…12月19日
㈯・25日㈮10:00から／平山交流センター／
25日のみ…クリスマスソングを集めて▶①女
性コーラス…12月16日㈬・23日㈬13:00から
▶②英語で歌おう…12月19日㈯12:30から▶
③芳晴・大村剛士デュオ・ライブ…12月20日
㈰11:00～14:00／いずれも①～③サロン・ド・
ハーモニー（南平）／費用など詳細は問い合わ
せを／同会（久木田☎070-5023-2012）
★リリックダンスパーティー　12月25日㈮
13:10～16:10／新町交流センター／500円／
五味（☎090-2633-7775）
★外国の国歌を歌おう！　1月9日㈯10:00～
11:30／七生福祉センター／10人／500円／後
藤（☎090-9643-6030）へ申し込み
★お正月子ども大人食堂　1月17日㈰10:00～
17:00／中央公民館／支援相談ブース、アニ

メ上映、ネイル／大人1,000円（子どもは無料）
／井上（☎070-3523-5374）

美術・音楽
★東神明書道教室第4回書道展　1月9日㈯、
10日㈰10:00～16:00／①とよだ市民ギャラリ
ー②東神明地区センター／①成人作品②小・
中学生作品／栗城（☎583-6815）

スポーツ
★日野市卓球連盟より ▶第5回�日野市シニ
ア卓球大会…1月9日㈯9:00から／市民の森ふ
れあいホール／シングルスの団体戦（B・C・
Dクラス別）／60歳以上の市内在住・在勤・
卓球連盟登録会員の方対象／300円※当日徴
収／申し込み方法など詳細は問い合わせを／
古田（☎583-5769）▶第15回日野市ジュニア卓
球講習会…2月6日㈯10:00～12:00(午前の部）、
13:00～15:00（午後の部）／市民の森ふれあい
ホール／卓球経験のある市内在住・在学の小
学校高学年～中学生または指導者および保護
者対象／申し込み方法など詳細は問い合わせ
を／古田（☎583-5769）▶日野市中学生卓球大
会…1月30日㈯8:30から／市民の森ふれあい
ホール／男子シングルス、女子シングルス／
市内在住・在学の中学生対象／100円／申し込
み方法など詳細は問い合わせを／斎藤（☎
080-4346-4870）
★日野市バドミントン連盟～親睦ミックス大
会　1月17日㈰9:00から／市民の森ふれあい
ホール／市内在住・在勤・在学者対象／
2,000円※連盟登録者1,500円／1月5日㈫まで
に中村（☎080-5655-7615）へ

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。

★Babyちゃんサークル～ママの応援団わく
わくRainbow�Drop　毎月最終金曜日10:00
～12:00／新町交流センターな

ど／月300円程度
／竹山（☎090-2165-8559）
★女声合唱団「マーキュリー」　毎週水曜日
10:00～12:00／つむぎ館な

ど／幕情など映画音
楽ほか／入会金1,000円、会費4,000円※指導
あ

り／山崎（☎070-4123-6254）
★合唱団「あざみの花」（混声）　毎月2回土曜
日または日曜日10:00～12:00／高幡不動・聖
蹟桜ヶ丘付近／大地讃頌など／月2,000円※
指導あ

り／柏崎（☎591-4924）
★日野還暦軟式野球チーム　毎週月曜・水曜・
土曜日の週3日／多摩川河川グラウンドな

ど／
練習試合、対外試合な

ど／60歳以上の健康な
方対象／年15,000円（年2回分割払）／戸

と
羽
ば
（☎

592-0738）

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。

「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人情報は、各担当課で
厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

1015991ID 問 企画経営課（☎514-8038）
プラスチック・スマート宣言を行いました！

私たちの暮らしが海を汚さない社会にしたい

　このたび、日野市役所および日野市職員は、責任ある消費者として、プラスチックごみの削減に取り組む
べく、「プラスチック・スマート宣言」を行いました。

　ポイ捨てなどにより、回収されずに河川などを通じ
て海に流れ込む「海洋プラスチックごみ」が日々発生し
ています。
　世界全体で大量に発生する「海洋プラスチックごみ」
は長期にわたり海に残存し、このままでは、2050年ま
でに魚の重量を上回ることが予測されるなど、地球規
模での環境汚染が懸念されています。
　こうした問題の解決に向けては、個人・企業・団体・
行政などのあらゆる主体が、それぞれの立場でできる取り組みを行い、プラスチックと賢く付き合っていくことが重要です。
　市では、そうした取り組みを応援し、さらに広げていくため、「プラスチック・スマート宣言」を行いました。

　日野市に海はありませんが、二つの大きな河川（多摩川・浅川）と116㌔におよぶ水路があり、海に流れています。陸
上に捨てられたプラスチックは、川、水路、生活排水から海へと流れていく可能性があります。
　日常生活のプラスチックを使うあらゆる場面で、このことを思い出してください。
　次の世代にも豊かで青い海と美しい環境を引き継ぐためには、市民の皆さまの選択と行動が不可欠です。不必要な使
い捨てプラスチックの排出抑制や分別回収の徹底など、身近なところから一緒に取り組んでいきましょう!

①使い捨てプラスチックの削減および再資源化
· 日常生活でペットボトルなどの使い捨てプラスチックの使用

を控えます。
·  日常生活でマイボトル、マイバッグ、マイストローの利用を

促進します。
·  市の会議やイベントにおける使い捨てプラスチック製品の配

布を原則として禁止し、代替品を活用します。

②�機運の醸成、意識の変革、行動変容のための啓発活動
· 市民、事業所などへの協力を呼びかけます。
· 使い捨てプラスチックを使用しない事業所などを支援します。

　日野市は、2019年に「S
エス・ディー・ジーズ

DGs未来都
市」に選定されました。
　今後、市民の皆さまと一緒に、プラ
スチックごみの削減をはじめとした
SDGs達成に取り組んでいく枠組みと
して、「（仮）SDGsパートナーシップ
制度」を推進していく予定です。

· 使い捨てプラスチック
の使用削減

· マイバッグやマイボト
ルの活用

· ポイ捨てごみや河川漂着物の回収
· 使い捨てプラスチックの排出抑制
· バイオマスプラスチックや紙など

の代替素材の利用

▲海岸に漂着したプラスチックごみ（海上保安庁 HP より）
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「日野市プラスチック・スマート
宣言」の全文はこちらから

「プラスチック・スマート」キャン
ペーン・サイトに関する環境省 HP
はこちらから

連携
・
協働

個人、消費者 日野市、企業など

日野市役所の取り組み内容

SDGs（Sustainable�Development�
Goals:持続可能な開発目標）とは
　2015年9月の国連で採択された、2030
年までに持続可能でよりよい世界を目
指す国際目標です。「地球上の誰一人
取り残されない」ことを誓っています。
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