
市政のお知らせ・催し 日とき  場ところ  内内容  講講師  対対象  定定員  ￥費用  持持ち物  他その他・注意事項  申申し込み  問問い合わせ

催し・イベント

第16回平山季
すえ
重
しげ
まつり延期

1017905ID

　10月下旬に開催を予定してい
た「第16回平山季重まつり」は、
新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、次年度へ延期します。
問同まつり実行委員会事務局

（産業振興課☎042-514-8461）

特別展関連行事
1017950ID

　新選組のふるさと歴史館で開
催する旧農林省蚕

さ ん

糸
し

試験場日野
桑園についての特別展「川風の
おくりもの日野に誕生した桑と
蚕の研究所物語」（10月2日㈯～
12月12日㈰）の行事案内です。

▶日野桑園第一蚕室の公開
日 10月9日㈯・16日㈯、11月6日
㈯・23日㈷、12月11日㈯午前10
時～午後4時場仲田の森蚕糸公
園第一蚕室他各日午後2時から
第一蚕室の現地解説あり（定員
15人）※11月6日を除く

▶体験学習会
　糸取りをしてみよう
日 10月16日㈯午前10時～正午
場中央公民館定 16人他蚕糸の
会ひの協力

▶講演会「日野のモダン蚕室：建
物の再生を通して広がる世界」
日 11月6日㈯午後1時30分～3時
場市民の森ふれあいホール講

金出ミチル氏（第一蚕室修理工
事技術指導者）定 70人持上履き

▶現地見学会「日野桑園　今・昔」
　かつての日野桑園の映像を観
た後、周辺を歩いてその痕跡を

探します。
日 11月23日㈷午前10時第一蚕室
前集合定 申込制で先着15人申

10月2日㈯午前9時から電話
　いずれも問ふるさと文化財課

（☎042-583-5100）

藤蔵・勝五郎生まれ変わり記
念日イベント
1018068ID

日 10月10日㈰から内 講演会の
YouTube配信（勝五郎生まれ変
わり物語探求調査団 HP から）。
演題「勝五郎の胎内記憶と江戸
の胎教論」講小泉吉永氏（往来物
研究家、立正大学講師）問郷土
資料館（☎042-592-0981）

市内農産物直売所で感謝フェ
ア

▶七ツ塚ファーマーズセンター若
手農業者「日野ブルーファーマ
ーズクラブ」特別即売会

　日野レッドドルフィンズも応援！ 
1018074ID

日 10月10日㈰午前10時～
午後1時場・問みのり處

どころ

（☎042-84
3-4320）

▶ファーマーズマーケット東京み
なみの恵み4周年記念感謝フェア 
1010119ID

日 10月29日㈮～31日㈰午
前10時～午後6時問同施設（☎04
2-589-0373）

虹
にじ
友
とも
カフェ
1016631ID

　LGBTとその家族・友人のため
のコミュニティースペースです。
日 10月17日㈰午後1時30分～4時
※入退室自由場多摩平の森ふれ
あい館※直接会場へ対本人、親

族、支援者他人数制限する場合
あり問平和と人権課（☎042-584-
2733）

季節を楽しむ和の行事・秋の
行事と朗読
1017939ID

日 10月21日㈭午後2時～4時内秋
の日本の伝統行事について学
び、和紙で「菊包み」を作るなど
講枝川寿子氏（室礼研究家）、日
野にじの会（朗読）定申込制で先
着20人￥ 200円（材料費）申 10月3
日㈰午前9時から電話または来
館※月曜日を除く場・問中央公
民館（☎042-581-7580）

東光寺緑地保全地域から七ツ
塚ファーマーズセンターを歩
こう
1018044ID

日 10月21日㈭午前9時30分新町
交流センター集合、11時30分多
摩平第一公園解散※雨天中止定

申込制で先着20人申 10月4日㈪
午前9時～18日㈪に電話問健康
課（☎042-581-4111）

10月の自然観察会
1010285ID

日 10月23日㈯午前9時30分南平
駅前集合、午後0時30分南平丘
陵公園解散※雨天時は南平西部
地区センターで学習会講筒井千
代子氏（八王子自然友の会）対小
学生以下は保護者同伴定申込制
で先着20組￥ 1家族300円（資料
代）申 10月5日㈫～22日㈮に電話
問緑と清流課（☎042-514-8307）

日野市・多摩市わかち合いの会
1003313ID

日①10月24日㈰②11月21日㈰い
ずれも午後2時～4時場①多摩平
の森ふれあい館②関戸・一ノ宮
コミュニティセンター（多摩市）
※直接会場へ内身近な人を自死
で亡くした方が集い、語り合う
他新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、当日受付で連絡先
を伺います問セーフティネット
コールセンター（☎042-514-8542）

日野宿楽市楽座文化講座
重陽の節句
1017993ID

日 10月27日㈬～11月7日㈰※11月
1日㈪を除く場日野宿本陣内重
陽の節句（菊の節句）に合わせて
日野宿本陣を菊で飾り付け￥ 200
円※小・中学生50円問新選組の
ふるさと歴史館（☎042-583-5100）

日野・多摩・稲城3市合同再
犯防止シンポジウム
1017753ID

日 10月29日㈮午後1時30分～4時
30分場 関戸公民館（多摩市）講
村木厚子氏（元厚生労働事務次
官、大妻女子大学共生社会文化
研究所顧問）、三宅晶子氏（㈱ヒ
ューマン・コメディ代表）、辰野
文理氏（国士舘大学教授）定申込
制で10人程度※申込多数の場合
は抽選申 10月15日㈮（必着）まで
に〒191-8686日野市役所4階総務
課（ FAX 042-581-2516）へ申込用
紙（市 HP から ダウンロード 可）を郵
送、持参、ファクスまたは電話
※持参の場合は土曜・日曜日を
除く問総務課（☎042-514-8128）

高幡不動尊菊まつり

日 10月28日㈭～11月17日㈬午前
9時～午後4時場高幡不動尊

▶菊づくり講習会
日 10月30日㈯午前11時～正午
場高幡不動尊五重塔横講東京多
摩菊花連盟会員￥ 1,000円※菊
づくりセット付き
　いずれも問日野市観光協会

（☎042-586-8808）

日野市菊花展・菊花コンテス
ト
1018136ID

▶展示
日①古典菊・大菊展示…10月25
日㈪～11月17日㈬②日野市菊友
会展示…10月30日㈯～11月8日
㈪③菊花コンテスト…10月29日
㈮～11月10日㈬いずれも午前9
時～午後4時※最終日は午後3時
まで。開花状況などにより変更
あり場日野中央公園問①②市緑
と清流課（☎042-514-8307）③日
野市環境緑化協会（☎042-585-
4740）

▶菊花コンテスト市民一般の部作
品募集
申 10月28日㈭午前9時～午後3時
に持ち込み場日野中央公園申

10月27日㈬までに電話※詳細は
開催要領（市役所1階市民相談窓
口、七生支所、豊田駅連絡所、
日野市環境緑化協会で配布）を
参照問同協会（☎042-585-4740）

長寿を願うつるし雛
びな

鶴と亀
1017938ID

日 11月の毎週木曜日午後1時～3
時内つるし雛作り講大竹裕子氏

（布遊びひろの会代表）定申込制
で先着20人￥ 4,000円（4回分の材
料費）申 10月3日㈰午前9時から電
話または来館※月曜日を除く
場・問中央公民館（☎042-581-75
80）

名作鑑賞会～朗読サロン

1017904ID

日 11月12日㈮午後1時30分～2時
30分場中央公民館内朗読会定

申込制で先着20人申 10月5日㈫
午前9時から電話または来館※
月曜日を除く問中央公民館高幡
台分室（☎042-592-0864）

飛火野ジャズフェスティバル
2021
1000966ID

日 12月5日㈰午後2時から 出演ク
アトロ・ロコス、レディーホン
カーズ、ラヂオマヂック￥ 2,000
円※全席自由申 10月2日㈯午前
10時からひの煉瓦ホール（市民
会館）へ電話、来館または同ホー
ル HP内オンラインチケットサー
ビスで場・問 同ホール（☎042-
585-2011）

健康・検診

歯科訪問診療（歯科の往診）

1003850ID

内歯科訪問診療（かかりつけ歯
科医の紹介）対在宅で寝たきり・
歩行困難で通院できない方他健
康保険で診療可申電話問健康
課（☎042-581-4111）

14 15広報ひの　令和3年10月号 広報ひの　令和3年10月号


