
催 し
生活・環境

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室 1011759ID

日時 ７月２0日㈫・２１日㈬１0:３0～１３:３0 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 鬼滅の刃柄など 定員 申込制
で各日先着１0人程度 費用 各日３,000
円 申込 竹内（☎0９0-７２８４-１９４７）へ電
話 問 都市農業振興課（☎５１４-８４４７）

私らしく働く自分発見ワーク
ショップ 1009883ID

　キャリアの棚卸しから自分自身を
振り返ることで、自分が大切にして
いること、自分
の強み、やりた
い事を明確にし
ていくためのワ
ークショップ型
セミナーです。
副業、起業に興
味がある方にお
勧めです。
日時 ７月１７日㈯１0:３0～１２:３0 会場 Pla

▲亀岡愛弥氏

nT（多摩平の森産業連携センター） 
講師 亀岡愛弥氏（TOKYO創業ステ
ーションTAMA Startup Hub Tokyo 
コンシェルジュ兼チーフコミュニテ
ィマネージャー） 定員 申込制で先着
１6人 申込 PlanT HP から 問 PlanT（☎
８４３-３２１５）

カワセミハウス昆虫標本・写
真展～日野の昆虫たち
　 1014446ID

　市内に生息する昆虫たちを詳しい
解説と迫力満点の写真パネル、また
貴重な標本で紹介します。普段なか
なか目にすることができない珍しい
昆虫も数多く見ることができます。
日程 ７月２４日㈯～２８日㈬９:00～１７:00
※２6日㈪を除く。最終日は１6:00ま
で その他 標本・写真提供…森川正昭
氏（日野の自然を守る会） 会場・問  カ
ワセミハウス（☎５８１-１１6４）

キャリアアップ講習7月募集
科目 1008142ID

　詳細はお問い合わせください。
募集科目 ①第三種冷凍機械責任者受
験対策②第二種電気工事士（実技）

【初級】（１）③工事担任者（総合通信）

受験対策（１）（２）④ビルクリーニング
技術【初級】 対象 中小企業に在職中

（派遣・契約社員、パートを含む）の
都内在住・在勤者 定員 ①③１２人②④
１５人 費用 ①１,600円②6,５00円③３,２00
円④４,３00円 申込 ７月１0日㈯（必着）
まで 問 多摩職業能力開発センター
府中校人材育成プラザ（☎0４２-３6７-
８２0４）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（7月） 1003501ID

内容 全年齢対象・地域就職面接会
（多摩市会場）、令和４年卒業予定の
方および既卒３年以内の方対象・合
同企業説明会（立川市会場）ほか多数 
その他 詳細は、同施設 HP 参照 問 同
施設（☎0４２-３２９-４５２４）

公共職業訓練～多摩職業能力
開発センター八王子校10月入
校生募集 1008142ID

募集科目 介護サービス科、福祉用具
科、電気設備管理科 対象 求職中ま
たは転職を希望する方（電気設備管
理科はおおむね５0歳以上の方） 申込
８月6日㈮までにハローワーク八王子
へ必要書類を提出※詳細は問い合わ
せを
 見学会 日時 ７月１日㈭・８日㈭・１５日
㈭１４:00から※直接会場へ
　いずれも 問 同校（☎0４２-6２２-８２0
１）

日野市ひきこもり対策支援事
業～個別相談会・オンライン
個別相談会（予約制）

1012325ID

　ひきこもりなどの問題を抱える家
族と本人を対象とした個別相談会を
開催します。また、遠方に住んでい
るなど来庁が難しい方に対して、オ
ンラインでの相談会も行っていま
す。
日時 原則毎月第３水曜日１0:３0～１２:
00、１３:00～１４:３0、１５:00～１6:３0 会場
市役所２階面接室※オンラインの場
合はZoom 対象 ひきこもりなどの
状態にある市内在住者とその家族 
定員 申込制で各回先着１組 申込 電話
または市役所２階セーフティネット
コールセンター窓口へ※詳細は問い
合わせを 問 セーフティネットコー
ルセンター（☎５１４-８５４２）

プラスチック類資源化施設の稼働により、資源化率が39.2％に大きく上昇（前年度34.4％）しています。
総ごみ量は前年比で1.2%増加、市民一人1日当たりのごみ量は633gとなり、2年連続増加しています。

　可燃ごみの中身をチェックしてみると、下記のグラフの通
りです。まだまだ資源化できるものも含まれています。市民
一人ひとりのちょっとした工夫や取り組みが大きな力になり
ます。ご協力をお願いします。

　さまざまな役割を担う新たな交流拠点として、7月10日㈯に石田
環境プラザがオープンします。子どもからお年寄りまで幅広い世代
が、いつでも集い交流できる施設です。さまざまな市民活動の場と
して活用できます（地元での利用が優先）。
　ごみ減量や食品ロス対策などの環境に関する情報発信や啓発を行
うほか、地域の防災拠点として活用することとします。

 施設概要 
所在地 石田一丁目１３番地４
主な施設 情報発信・交流室、調理室、屋外テラス、集会室、防災倉庫、
多目的室、防音室、事務室、授乳室、誰でもトイレ　など

全体的に、新型コロナウイルス感染拡大に伴
う外出抑制による影響が大きくなっています
・ 粗大ごみ、持ち込みごみが、外出抑制に

伴う断捨離などで、件数・重量ともに増
加

・ 資源物は、特に小型家電、段ボールの増
加が顕著。また、テイクアウトやネット
通販で段ボールの消費、ペットボトル・
瓶・缶も同様に増加

1017420ID 問 ごみゼロ推進課（☎５８１-0４４４）

1017409ID 問 ごみゼロ推進課（☎５８１-0４４４）

さまざまな役割を担う新たな交流拠点
「石田環境プラザ」がオープンします

分別徹底のお願い
総ごみ量

令和2年度 43,175t

令和元年度 42,642t

前年比 ＋533t（1.2％）

総資源化率

令和2年度 39.2%

令和元年度 34,4%

前年比 +4.8%

一人1日当たり
ごみ量

令和2年度 633g

令和元年度 625g

前年比 ＋8g（1.3％）

紙類 
36.6％

厨
ちゅう

芥
かい

類（※1）

42.3％

セトモノ、石、砂類 
0.3％

ゴム・皮革類 
1.2％

金属類 0.5％
その他 0.8％

草木類 
4.0％

プラスチック類 
11.1％

布類 3.2％

※1 厨芥類…台所から
出る野菜のくずや食べ
物の残りなどのごみ

ごみ量実績速報令和2年度

　コロナ禍の外出自粛で運動不足や体重増加が気になる方へ。緑豊かな
日野の自然の中で気持ちよく体を動かしましょう。
日時・会場・内容・対象 下表の通り※直接会場へ。雨天、暑さ指数、新
型コロナウイルス感染症の状況により中止の場合あり
持ち物 タオル、飲み物、帽子※動きやすい服装でお越しを
その他 各回１５人に抽選で鉢植えのプレゼントあり。他会場での開催情報
は市および日野社会教育センター HP 参照。予約不要。無料

日時 （各回30～60分） 会場 対象 内容
７月４日・１８日※いずれも日曜
日９:00～１0:00 東豊田公園 小 学 生 と 保

護者
サッカー＆脳トレ（ライフキ
ネティック）

７月５日・１２日・２6日
※ い ず れ も 月 曜 日１0:00～
１0:４0

万願寺中央公園
どなたでも

年齢を問わず参加できる“骨
みがき体操”

７月１0日㈯・１４日㈬ 
８:３0～９:３0 

て・と・てお広場
（多摩平） 年齢を問わず参加できる体操

７月３日㈯・6日㈫・１0日㈯・
１７日㈯・２0日㈫
９:３0～１0:３0

市民の森スポーツ
公園

親子など
どなたでも ストレッチ、親子運動

７月５日㈪１0:00～１１:00 さいかちぜき公園

どなたでも

年齢を問わず参加できる体操

７月6日㈫１0:00～１0:５0 日野中央公園
年齢を問わず参加できるウオ
ーキングと体操
※１畳分のレジャーシート持参

７月５日・１２日・１９日・２6日※
いずれも月曜日９:３0～１0:３0

七生自然学園テニ
スコート

初心者向けのテニスレッスン
※ラケット貸し出し可

７月５日・１２日※いずれも月曜
日１５:00～１6:00 浅川スポーツ公園 おおむね３～

５歳児親子 親子体操、ボール運動

1016960ID 問 日野社会教育センター（☎５８２-３１３6）
ちょっとお散歩＆青空たいそう
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