日野 のすごい人紹介
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勉強には最適な場所♪

日野特産物

Q. 日野の魅力は何ですか？
緑が多いところ。平和なまち。

学生はだれでもOK!
無料
Wi -Fi あり
飲食可

東光寺大根

Q. 日野にいてよかったことは？
たくさんの人に触れあえたこと。

Toukouji Daikon

Q. 学生に伝えたいことは？
「夢をあきらめないでほしい。
Don’t never give up your dream! 」

【利用時間】
10：00〜23：00 [ 土・日・祝10：00〜21：00]
〒191 - 0062 東京都日野市多摩平 2 - 5 -1
JR 中央線「豊田駅」北口より 徒歩 5 分
大学からも歩いていけます。

日野市の「東光寺大根」は「練馬大根」の流れを
そのまま受け継ぎ、辛味が多く苦い・・・。
しかし！おろして「からみ餅」にするとおいしいです！！
また、漬け物に加工されます。
日野市ではこんな野菜がとれるんです！！

日野のまちなかにある
自転車屋さん。
創業して60 年がたちます。
市民の方から愛され人気者
の自転車屋さんです！

〒191- 0002

Q. 日野の魅力は何ですか？

都会でもなく、田舎でもない、ちょうど良いま
ち。日野市には地域によって、都会な感じ
もあれば、
農園があったり、
歴史、
国宝もあり、
宝箱のような、いろいろあって面白いまち。

さくらスコーン

落ち着いた雰囲気で、ゆっくりできる店内。
お店の人もとてもいい人で、食べ物だけでなく
食器にもこだわっています♪

日野七福神めぐり
初詣 @ 高幡不動尊

２月

ひのバル

２〜３月

百草園梅まつり

4月

お花見（さくらスポット）

５月

スコーン

食生活科学科

豊田若宮神社
実践女子大学

全国から新選組の隊士に
扮したファンが集まります

７月

ひのよさこい祭り

高幡不動尊

7～9月

@ 豊田駅周辺

多摩五まつり
地元の市民のお祭りでアットホーム！

８月

ナイトサファリ @ 多摩動物公園

10 月

平山季重まつり

11月

もみじ灯路

Jissen

パッケージ

JR中央線日野駅・東口から徒歩 4 分

ひの新選組まつり

あじさい祭り @

広報ひの

「広報ひの 平成 29 年1月1 日号より引用」

〒191- 0011
東京都日野市日野本町 3 -12 -1

4～6月

@ 浅川沿い・旭が丘中央公園・高幡不動尊
市役所前・日野中央公園

６〜７月

日野キャンパス

秋といえば・・・紅葉！
大学の南門そばのイチョウ並木は 11 月ごろ
から見頃を迎えます。
いつも正門から登下校しているみなさーん！
ぜひ、南門にも来てみてください！！

日野市は、有名なドラマや映画などの
ロケ地となっています。
あのシーン・・・ここだ！と思うところを
探してみませんか？

今は〝ルパン″というお店で販売中♪
ぜひ、いってみては？

日野駅周辺の飲食店を「はしご」できるイベント

高知県発祥の「よさこい祭」 が
日野でも味わえます

日野がロケ地に！？

Q. 学生に伝えたいことは？

1～3月

新緑めぐり
（新緑スポット）

〒191- 0052 東京都日野市東豊田 2-32-5
京王線「南平駅」から徒歩 15 分
JR 中央線「豊田駅」から徒歩 10 分

実はこれ、実践女子大生が作ったものです！
スコーンは食生活科学科の学生、
パッケージは生活環境学科の学生が作りました！！
さくらの味がしておいしいです。

大学4年間、ただ通うのではなく、
市民と関わ
りをもって楽しんでほしいです！

１月

＠ 仲田の森蚕糸公園・黒川清流公園・南平丘陵公園・浅川沿い

癒し
パワースポット
昔から地域を守っている場所

Sakura scone

活躍している人たちとめぐりあえて、自分
の “まち感” が上がってきた。以前は単に住
む場所であったが、日野の良さを探すよう
になり、もっと良いところを…、もっと知
りたい…、教えたいとなるそのサイクルが
とても楽しいです！

日野市は楽しめるまちです！大学 4 年間のう
ちに夢中になれることを見つけてほしいで
す。見つけることはお手伝いします！日野市
の方は優しいので、
いつでも相談してください。
まずは、楽しい市民が集う “カワセミハウス”
へぜひ来てください！！ 実践女子大学から徒
歩圏内、緑美しい黒川清流公園にある素敵な
コミュニティハウスです。

お手頃価格で学生におすすめ！

トトロにでてきそうなイメージ！

実践女子大学が創作した

Q. 日野にいてよかったことは？

PlanT

日野市では、1 年を通してたくさんのイベントが開催されています！
学生も気軽に行けるものばかり！
学校と駅の往復だけに終わらない日野を知ろう！
私たちおすすめのイベントを紹介します！

cafe 備前

東京都日野市新町 5 -20 -1

福祉協 議 会
さん
日野市社会
会 中村康子
議
協
ス
ウ
カワセミハ

コミュニティスペース

〒191- 0061
東京都日野市大坂上1-18 -2 サンヒルセブン101
JR中央線「日野駅 」から徒歩 4 分

日野市には特産物がたくさんあります！
トマト、ブルーベリーも有名！！ これらは
日野市立七ツ塚ファーマーズセンターで
販売しています♪

ネーター
りのコーディ
く
づ
域
地
素敵な女性
日野で 働く

日野市に住んで 25 年目。
いつも明るく、尊敬でき、
学生を支えてくれる憧れの
地域のリーダーであり、日野
の友達のようなお母さんのよ
うな存在です。

Hino Event

四季折々の風景、ついつい Instagram に載せたくなるような
日野市のスポットを紹介します！
女子大生が気軽に行けるスポットです！
ぜひ、足を運んでみてください！

佐藤昭明さ

日野が平和であることが当たり前だと
思っちゃだめ。身の回りはいつも危険
なんだよ。それを知ることが大事なんだ。
だから後悔しないような行動を
いつもしてほしい。
「当たり前を当たり前に思っちゃだめ」

おすす め イベ ン ト

広報 ひの

生活環境学科

普段とは違う動物の様子が見られます！ とても面白いです！！

@ 平山小学校

10 ～ 12 月

@ 高幡不動尊参道

約３０００個の灯篭で幻想的なまちに！

１１〜１月

ダイヤモンド富士

やりたい！ ができる場所！！
いつでも気楽に集まり、地域の人と繋がりが
できる場所です。また、自由に使えるスペース
でもあります。様々な方がいるので、あなたの
やりたい！を実現してみませんか？ 気になる人
は Facebook「キョテン107」をチェック！

フリースペース

キョテン107

〒191- 0011
東京都日野市本町 3 -12-8 サニーハイツʼ80 107 号室
JR中央線「日野駅 」から徒歩 3 分

月1回、第２日曜日に開催中！
キャナルマーケット
@ 日野駅東側広場（みずほ銀行向かい側）

