催 し
スポーツ
スポーツ推進委員会ちょこっ
とウオーキング～多摩動物公
園一周・動物園を外から眺め
ID 1011383
よう
日程 1月17日㈰※雨天中止

集合 ９:00〜９:３0京王線多摩動物公園

スポーツ推進委員会スポーツ
体 験 会～ み ん な で 楽 し く ス
ポーツしませんか？

種目 グラウンド・ゴルフ
講師 市スポーツ推進委員

対象 運動の制限を受けていない方

持ち物 飲み物、タオル※動きやすい

服装、運動靴で
その他 自宅での朝の検温、マスクの
着用を
問 文化スポーツ課
（☎514-8465）

市民体育大会～ビーチボール
ID 1003171
競技
申込方法など詳細はお問い合わせ
下さい。
日時 2月14日㈰９:10から
会場 市民の森ふれあいホール
対象 中学生以上の市内在住・在勤・
在学者、日野市ビーチボール協会員
※1月28日㈭1９:00に中央公民館で開
催する代表者会議に必ず出席
費用 個人500円、1チーム2,000円
（代
表者会議で徴収）
その他 応募状況によりリーグ分け実
施
問 日野市ビーチボール協会
（正井
hawys4.masai@gmail.com）、日野
市体育協会事務局（☎582-5770）

健康

ID 1011955

日時 1月24日㈰９:３0〜12:00※受け付

けは９:45まで。荒天中止
会場 三小※徒歩、自転車、公共交
通機関で直接会場へ

自治会交流会
2021を開催！

趣味・教養

初心者向け古文書講座～多摩
川・浅川と日野
（全6回）
日時 1月2３日㈯・３0日㈯、2月6日㈯・

1３日㈯・27日㈯、３月1３日㈯1３:３0〜
15:３0
内容 古文書の基礎知識と日野の歴
史を学ぶ
講師 上野さだ子氏
（日野の古文書を
読む会会長）、大窪俊彦氏（日野の古
文書を読む会副会長）
対象 なるべく全回参加できる方
定員 申込制で先着18人
申込 1月6日㈬９:00から電話※月曜日
と12日㈫を除く
会場・問 郷土資料館
（☎5９2-0９81）

お正月はおうちでどんど焼き

「日野市域におけるサイノカミ・どんど
焼き調査報告書」
好評頒布中 !
ID 1016073

1月1日㈷～7日㈭
9:00～16:00
新年は七福神を巡りながらウオーキングを楽しんでみませんか？
※ご参拝の際は、マスク着用などの感染予防対策をお願いします。また、発熱や風邪の症
問 日野七福神事務局
（高幡不動尊☎5９1-00３2）
状のある方のご参拝はご遠慮ください
こだからだいこくてん

じゅろうそん

●子寶大黒天

び し ゃ も ん て ん

●寿老尊

善生寺

旧甲州街道

●福禄寿

安養寺

川辺堀之内595
☎581-0503
南平駅から徒歩20分

問 郷土資料館
（☎5９2-0９81）

ふくろくじゅ

●毘沙門天

延命寺

東豊田2－26－3
☎581-2862
南平駅から徒歩15分

市内15カ所について、フルカラー＆写真でまとめた報告書を1冊
600円で頒布しています。
なお、新型コロナウイルスの影響により令和３年の郷土資料館のど
んど焼きは中止し、正月飾りなどの受け入れも行いません。

石田寺

万願寺4－20－8
☎581-3624
万願寺駅から徒歩5分

石田1－1－10
☎583-6660
万願寺駅から徒歩8分

多摩モノレール

日野宿本陣
〒 日野局

スーパー

JA東京南
至市役所
至甲州街道・豊田

ガソリン
スタンド

豊田小学校
高幡橋北詰

七生中学校

程久保川

自動車教習所

〒

ガソリンスタンド
高幡橋南詰

至聖蹟桜ヶ丘
至多摩動物公園

至百草園方向

え び す て ん

高幡733
☎591-0032
高幡不動駅から
徒歩3分

薬局

●恵比寿天

高幡不動尊
金剛寺

多摩モノレール

soudan@city.hino.lg.jp

宗印寺

平山6-15-11
☎592-6699
平山城址公園駅から
徒歩5分

べんざいてん

FAX 581－2516

至程久保

コンビニ

●弁財天

日野市役所 代表☎ 585－1111
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

問 生涯学習課
（☎514-8765）

ID 1012058

ID 1016072

至多摩センター

今号に関するお問い合わせ

健康づくり推進員は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止のため３月
まで活動を中止します。

ほ て い そ ん
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会場 南平地区センター

ID 1014038

日野市成人式

平成12年4月2日～13年4月1日生まれの新成人対象

対象の方には令和2年12月中旬に案内状を発送しました。対象者は案内状が無くても出席できます。なお、対象者
以外は入場できません。今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記の通り分散開催します。また、感染拡
大の状況によっては会場での開催を中止し、オンライン開催のみと
する場合もあります。詳細は市 HP または案内状をご覧ください。
日時・対象 1月11日㈷おおむね一中・二中・四中・大坂上中学校区
にお住まいの方…11:00〜12:00、おおむね七生中・三中・三沢中・
平山中学校区にお住まいの方…14:00〜15:00※いずれも同じ内容。
受け付けは各回40分前から
会場 市民の森ふれあいホール※会場に車いすスペースあり。付き
添いの方が必要な場合はお申し出を。公共交通機関などを利用し、
車での来場はご遠慮を
内容 成人式典および催し物※式典には手話通訳あり
▲昨年の成人式会場外の様子

●布袋尊

市内では、238の自治会が活動をし
ています。コロナ禍で自治会活動も
ままならない中、工夫をして自治会
活動を行っている団体もあります。
自治会交流会では、自治会活動の
事例紹介や自治会同士の交流により
自治会の活性化を図ります。
自治会員の方や、自治会加入に興
味のある方、
どなたでも参加できます。
皆さまのご参加をお待ちしていま
す。
日時 1月３0日㈯10:３0〜12:３0
会場 イオンモール多摩平の森イオン
ホール
申込 電話

日時 1月21日㈭10:00〜11:00

健康づくり推進員から

令和
３年

至国立・府中インター

問 地域協働課
（☎581-4112）

今から始める介護予防教室

対象 ご自宅でも体操を続けたい65
歳以上の方
定員 申込制で先着10人
申込 電話
問 日野市社会福祉協議会
（☎58412９4）

多摩川

ID 1015851

内容 ひの健幸貯筋体操

催し

催し

駅前、11:３0金剛寺旧跡公園解散※
直接集合場所へ。受け付け後随時ス
タート
コース 上程久保バス停〜かたらいの
路〜南平東地区センター〜かたらい
の路（約5㌔※急な坂道・階段あり）
対象 運動の制限を受けていない方
持ち物 飲み物、タオル※動きやすい
服装、運動靴で
その他 自宅での朝の検温、マスクの
着用を
問 文化スポーツ課
（☎514-8465）

当日の模様を
ライブ配信

けんこうちょきん

真照寺

落川1113
☎591-1687
百草園駅から
徒歩2分
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