
催 し催 し
ら各館へ電話または来館※月曜日を
除く。8月9日（振休）は開館
 ①0～2歳児対象 

会場・問 日時 定員

高幡図書館
（☎591-7322）

8月4日㈬
15:00～15:15 先着5組

多摩平図書館
（☎583-2561）

8月12日㈭
（ひよこタイム）
10:30～10:45

先着5組

百草図書館
（☎594-4646）

8月18日㈬
15:00～15:15 先着4組

平山図書館
（☎591-7772）

8月19日㈭
（ひよこタイム）
10:30～10:45

先着3組

中央図書館
（☎586-0584）

8月26日㈭
10:30～10:45 先着5組

 ②3歳～未就学児対象 

会場・問 日時 定員

高幡図書館
（☎591-7322）

8月4日㈬
15:30～15:45 先着5組

中央図書館
（☎586-0584）

8月11日㈬
15:30～15:45 先着5組

百草図書館
（☎594-4646）

8月18日㈬
15:30～15:45 先着4組

多摩平図書館
（☎583-2561）

8月25日㈬
15:30～15:45 先着5組

 ③小学生対象  ※いずれも申込制
会場・問 日時 定員

高幡図書館
（☎591-7322）

8月4日㈬
16:00～16:20 先着6人

中央図書館
（☎586-0584）

8月11日㈬
16:00～16:20 先着5人

日野図書館
（☎584-0467）

8月18日㈬
15:30～15:50 先着5人

百草図書館
（☎594-4646）

8月18日㈬
16:00～16:20 先着5人

多摩平図書館
（☎583-2561）

8月25日㈬
16:00～16:20 先着6人

健康
おうちで、ひの筋

き ん

体操（第5弾）
　みんなと一緒に体操できない日々
に困っている方、家で一人で体を動
かすことに限界を感じている方、
Zoomを使って家にいながらみん
なと体操しましょう。
日時 7月1日～9月16日の火曜・木曜
日10:00～11:00 参加方法 Zoom※接
続のサポートあり 内容 ひの筋・脳
トレ・口腔体操など 対象 おおむね
65歳以上の方 申込 電話 問 日野市社

子ども・保護者向け
はじめてママの日〜子育てひ
ろば体験をしてみよう

1009504ID

日時 8月4日㈬14:00～15:00 内容 ふれ
あい遊び、おしゃべり 対象 「はぴは
ぴ」の利用が初めての生後5カ月児ま
でと母親または妊娠中の方 定員 申
込制で先着3組 申込 7月21日㈬10:00
から電話 会場・問  地域子ども家庭支
援センター多摩平「はぴはぴ」（☎
589-1260）

みにみにさいころあにまるを
つくろう！ 1006999ID

　バルサ材を加工、接着して、小さ
な動物や昆虫を作ります。
日時 8月15日 ㈰10:00～11:30 会場 仲
田の森蚕

さ ん

糸
し

公園 講師 ボランティア
スタッフ 対象 市内在住の小学生※
保護者同伴であれば幼児も参加可 
定員 申込制で10人※申込多数の場
合は抽選 申込 7月30日㈮までに電子
申請（下記QRコードから）で。住所、
氏名（ふりがな）、電話番号、学年な
どの必要事項を入力※持ち物などの
詳細は電子申請ページで
お知らせ 問 子育て課（☎
514-8579）

夏休みごみ探検隊〜ごみ処理
施設の見学会 1017392ID

日時 8月3日㈫～5日㈭9:00～12:00 会場
プラスチック類資源化施設、浅川清
流環境組合可燃ごみ処理施設 対象
小学4～6年生と保護者 定員 申込制
で各日先着30人 申込 7月20日㈫から
電話 問 施設課（☎581-0443）

夏休みおはなし会
1017266ID

　乳幼児向け（①②）はお土産つきで
す。小学生は夏休み特別企画「ちょ
っと不思議な本の紹介」です。
日時・会場・対象・定員・問  右上表の通
り※①②は直接会場へ その他 詳細
は図書館 HP を参照または各館に問
い合わせを。ひよこタイムとは乳幼
児連れの保護者が気兼ねなく来館で
きる時間 申込 ③7月17日㈯10:00か

会福祉協議会（☎584-1294）

スポーツ
東部会館から 1000974ID

 骨盤なめらか体操教室 
日時 毎週金曜・土曜日9:30～10:30と
11:00～12:00 会場 同会館集会室 内容
寝る・立つ・四つんばいなどでゆっ
たりと全身をストレッチ 定員 申込
制で各回先着5人 費用 5回で5,500円
のチケット購入制 申込 電話
 温水プール夜間営業再開 
　市民の皆さまの健康維持のため、
安全第一に営業しています。
定員 50人
　いずれも 問 同会館温水プール（☎
583-5266※9:30～20:00）

市民体育大会〜バスケット
ボール競技 1003171ID

日程 9月26日㈰～11月3日㈷ 会場 市
民の森ふれあいホールなど 対象 市
内在住・在勤・在学者で構成された
チーム 費用 1チーム6,000円※代表
者会議で徴収。日時、会場は別途連
絡 申込 9月5日㈰までに実施要項に
添付の申込書（市役所3階文化スポー
ツ課、市民陸上競技場、日野市体育
協会 HP にあり）をEメール（  hino 
bb2007@yahoo.co.jp）※詳細は実
施要項参照 問 日野市体育協会事務
局（☎582-5770）

1017277ID
問 日野図書館（☎584-0467）

　夏休みの思い出に、行灯
を作ってみませんか。

日時 8月14日㈯15:00～17:00
会場 中央公民館
講師 日野宿発見隊
対象 小学生と保護者
定員 申込制で先着10組
費用 500円
申込 7月20日㈫10:00～8月3日㈫
17:00に電話または来館※月曜
日を除く

日野宿子ども発見隊

行
あ ん

灯
ど ん

をつくろう

　東京都議会議員選挙の結果は次の通りです。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、来場者、
演舞者および関係者、そして市民の皆さまへの感染拡大
防止、安全確保を最優先にするため、令和3年度に予定
していた第20回ひのよさこい祭の開催を次年度以降へ延
期します。ご理解いただきますようお願いします。

　「農のある暮らしづくり」を目指して、平成30年度に市が認定し
た住民を中心に結成された協議会が6月24日、市長に計画書策定
の報告を行いました。この計画書は、将来にわたって地域住民
が農的な空間の利活用や保
全に取り組むことができるよ
うに、協議会が自ら調査・研
究し策定したものです。
　今後は、協議会において
計画に基づき「農」を通じて
地域の活性化に資する多様
なまちづくり活動を行って
いくこととしています。
問都市計画課（☎514-8354）

農のある暮らしづくり計画書の市長への報告
1017179ID

　ジャパンラグビートップリーグ2021での応援に感謝を込め
て、JR豊田駅の階段が日野レッ
ドドルフィンズ仕様にデコレー
ションされています。お近くに
お越しの際にはぜひご覧くださ
い。
期間 8月下旬まで（予定）
問企画経営課（☎514-8047）

JR豊田駅の階段が「日野レッドドルフィンズ」仕様に！
1008725ID

▲ 階段デコレーション

▲ 左から大坪市長、佐藤美千代氏、
丸木英明氏

東京都議会議員選挙
1017534ID 問 選挙管理委員会事務局（☎514-8806）

問  ひのよさこい祭実行委員会事務局（日野市商工会☎
581-3666）、市産業振興課（☎514-8461）

第20回 ひのよさこい祭
次年度以降に延期します

ビジネスのタネを創る
あなたの商品をみつける
ためのワークショップ

1009883ID

日時  7月17日㈯14:00～16:00 会場
PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー） 講師 中西章生氏（PlanT価値創
出連携コーディネーター） 定員 申込
制で先着16人 その他 状況によりオ
ンラインに変更する場合あり 申込
PlanT HP から 問 PlanT（☎843-3215）

第12期 日野市創業スクール開講 1017506ID

　創業に必要な知識の習得と人脈を構築し、実践的なビジネスプランの作成
を目指します。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により中止または延
期、オンライン開催に変更する場合があります。ご了承ください。
日程・内容・講師  下表の通り 時間 いずれも13:00～17:30 会場 PlanT（多摩平の
森産業連携センター） 定員 申込制で先着12人 費用 5,000円（全5回） 
申込 たましん HP 受付フォームからまたは市産業振興課ヘ電話 問
産業振興課（☎514-8442）

　多摩平の森産業連携センター PlanTは、社会の変化を踏まえ、さまざま
な立場の方と連携して行動（しごと）に移す拠点です。
　会社の外でアイデアを出したい方、起業・創業を目指す方、仕事の仲間を
見つけたい方など「まずは行動してみよう」という方のご利用をお待ちしてい
ます。

日程 内容 講師
8月28日㈯ オリエンテーション、経営・事業構想 浅川絢子氏（（一社）ビジネスシード代表理事）
9月4日㈯ マーケティング・販売戦略 山下雅弘氏（（一社）Herstory代表理事）

9月11日㈯
財務・会計・事業開始の手続き 佐藤浩崇氏（佐藤浩崇税理士事務所代表）
資金調達、事業計画書の作り方 多摩信用金庫創業支援担当

9月25日㈯
人材活用 佐藤昌義氏（HRコンサルティング㈱代表取締役）
ビジネスプラン中間発表

10月9日㈯ ビジネスプラン発表会 浅川絢子氏、山下雅弘氏など

当日有権者数：154,508人
投票者数：62,036人
投票率：40.15％（前回49.60％）

東京都議会議員選挙開票結果（定数2） （得票順）
候補者名 党派 得票数

当   菅原直志 都民ファーストの会 21,819票
当   清水とし子 日本共産党 20,520票
　  西野正人 自由民主党 18,458票

1014930ID

対話から発想に、発想からビジネスに
PlanTがあなたの一歩を
サポートします

1009883ID 　 問 産業振興課（☎514-8442）

申し込みフォーム▶

▲中西章生氏

催
し
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