
コートに輝く笑顔
東京2020パラリンピック バドミントン　　　　 メダリスト 山崎悠麻選手

う
そ
く
な
を
等
平
不
の
国
や
人

掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

日野市在住の山崎悠麻選手がメダル獲得
高齢者インフル・肺炎球菌ワクチン予防接種
新型コロナウイルスワクチン接種　など
日野市の子育て情報
ミニバスは「通し運賃」で乗り継ぎ　など
みんなのメモ帳
休日診療医、救急診療、救急病院宿日直予定表
10月の市民相談
（仮称）子ども包括家庭支援センター愛称募集 など

スポーツ、税金
新型コロナ、子ども、高齢者、
障害のある方、講座
お知らせ
しごと
催し・イベント
健康・検診

目次 月 日時点の情報に基づき作成しています

市政のお知らせ・催し

写真：アフロスポーツ
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写真：森田直樹/アフロスポーツ

写真：スポニチ/アフロ

　高齢の方が感染すると肺炎を伴うなど重症化しやすいインフルエンザや、肺炎の原因となる肺炎球
菌。予防接種を受けて感染症を予防し、重症化を防ぎましょう。

■高齢者インフルエンザ予防接種
日 場下記委託医
療機関および八王子市、町田市、多摩市、稲城
市の契約医療機関対接種日当日、日野市に住民

呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極
度に制限される程度の障害およびヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な程度の障害）を有する￥
活保護受給者および中国残留邦人等支援給付受
給者は受給証明書持参で無料持健康保険証※対

は診断書他予約が必要な場合あり。事前に医療
機関へ問い合わせを。原則として本人の意思が
確認できない場合は接種不可

に採用されたバドミントン。日野市在住
の山崎悠麻選手（NTT都市開発）は、女子

ラスでは、里見紗李奈選手（NTT都市開発）
とのペアで金メダルを獲得しました。

メダル獲得おめでとうございます
日野市長 大坪 冬彦

日野市在住の山崎悠麻選手が
金メダル・銅メダルを獲得しました

日 対日野市に住民登録が
あり、これまで同予防接種を受けたことがなく次

呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極
度に制限される程度の障害およびヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとん
ど不可能な程度の障害）を有する￥
保護受給者および中国残留邦人等支援給付受給者
は受給証明書持参で無料他予約が必要な場合あ
り。事前に医療機関へ問い合わせを。詳細は通知
を参照

■高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種

1003842（インフルエンザ）・1007616（肺炎球菌）ID 問

医師会委託医療機関 ※高齢者インフルエンザ予防接種を受けられる医療機関の一覧です
地　域 医療機関名 電話番号
新　井 青和クリニック
石　田 にしくぼクリニック
落　川 寺田医院

新　町
高瀬内科クリニック
たかなしクリニック
よこやま耳鼻咽喉科

神　明 おおしろクリニック
山本クリニック

高　幡

井上クリニック
鈴木内科クリニック
高幡駅前川崎クリニック
森久保クリニック

多摩平

石塚医院
かどた皮ふ科・形成外科
小松医院
佐々木クリニック多摩平
関根クリニック
太陽クリニック
多摩平小児科
原脳神経外科クリニック
日野市立病院
望月医院
胃腸内科・下肢静脈瘤
森末クリニック
渡辺整形外科

地　域 医療機関名 電話番号

豊　田

いしかわ内科医院
康明会病院
小林医院
野田医院

東平山 佐々木クリニック豊田

日　野
石田クリニック
康明会ホームケア
クリニック

日　野 塩谷医院

日野台 くちらクリニック
日野台診療所

日　野
本　町

アカシアクリニック
高品クリニック
花輪病院
日野医院

平　山 牛尾医院
京王平山クリニック

程久保 原クリニック

万願寺
中井内科クリニック
ニシムラ整形外科
土方クリニック

三　沢 もぐさ園三沢台診療所

高齢者インフルエンザ予防接種 
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 を受けましょう

新型コロナワクチンを受けた方も、接種後13日以上の間隔を空けて

◀

インフル
　エンザ

◀

肺炎球菌

地　域 医療機関名 電話番号

南　平

さいとう内科クリニック
柴山内科医院
中川クリニック
福岡医院

宮 グレイス病院

百　草

松田整形外科医院
百草園駅前クリニック
百草の森ふれあい
クリニック

個別委託医療機関
※高齢者インフルエンザ予防接種
地　域 医療機関名 電話番号
栄　町 栄町クリニック
豊　田 虚白堂医院
南　平 南平わだクリニック

◀

女子シングルスでは銅メダルを獲得

　日野市民の皆さま、パラリンピック中たくさんの
応援をありがとうございました！
　女子ダブルスで金メダル、シングルスで銅メダル
を獲得することができました。
　東京開催ということでたくさんの方にパラバド
ミントンを見ていただき、応援してもらい、その中
で自分の中で目標としていたメダルを獲得するこ
とができ本当にうれしいです!!
　今後とも応援をよろしくお願いいたします。

シングルス銅メダル獲得おめでとうございます。

いて見えました。
金メダル・銅メダルと二つのメダルを獲得するまでには、多くの困

難や努力があったことと思います。この大舞台で、相手にリードされ
ている場面においても、常に笑顔で明るくプレーする姿にとても勇
気づけられ、大きな感動をいただきました。

ダブルスの連覇に向けて、日野市は全力で応援してまいります。
これからのますますのご活躍を祈念し、日野市民を代表し、心よ

りお祝い申し上げます。

◀

女子ダブルスで金メダルを獲得し笑顔の山崎選手（右）と里見選手

問文化スポーツ課（

1015009ID

山崎選手から市民の皆さまへ
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日　時 会場※直接会場へ 内容※いずれも無料
10日㈰･31日㈰
午前9時～10時 東豊田公園 サッカー＆脳トレ

対小学生と保護者
4日㈪･18日㈪･25日㈪
午前10時～10時40分 万願寺中央公園 年齢を問わず参加できる“骨

みがき体操”

5日㈫･12日㈫･19日㈫
午前10時～10時50分 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
持１畳分のレジャーシート

2日㈯･9日㈯･16日㈯･23日㈯
午後3時30分～4時15分 平山ふれあい広場

中央大学サッカー部によるサ
ッカー教室
対おおむね小学3～6年生

6日㈬･20日㈬
午前10時30分～11時30分 湯沢福祉センター おおむね60歳以上の健康た

いそう
6日㈬･20日㈬･27日㈬

午前11時～正午 七ツ塚公園 健康づくりのためのウオーキ
ング指導

4日㈪･11日㈪･18日㈪
午前10時～11時 さいかちぜき公園 年齢を問わず参加できる体

操

4日㈪･18日㈪･25日㈪
午前10時～10時30分 百草台自然公園

健康体操（リズム体操、スト
レッチ体操）
持１畳分のレジャーシート

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  問問い合わせ市政のお知らせ・催し

10月以降の集団接種会場など 
　10月以降の集団接種会場は、生活・保健セ
ンターのみとなります。七生福祉センター、
イオンモール多摩平の森での接種は9月末で終
了しました。また、市役所1階および七生支所
に設置していた窓口も9月末で終了しました。
　なお、七生公会堂は10月1日㈮から施設の一
般利用を再開します。

 市民活動まるわかり博物館 
　週替わりで、平日は活動展示、土曜・
日曜日はワークショップを行います！
日 10月4日㈪～31日㈰場 イオンモー
ル多摩平の森2階

 リアル体験イベント 
　今年の市民フェアは生配信、生中継でおうちからも参加可能！
会場では、子どもも大人も楽しめる団体発表が満載です。
日 10月16日㈯、17日㈰午前10時～午後3時場東部会館・仲田
の森蚕

さ ん

糸
し

公園およびYouTubeでの配信

　運動不足などが気になる方、自然の中で気
持ちよく体を動かしましょう。各回抽選で15
人に鉢植えをプレゼントします。
日・場・内 下表の通り

　日野デリバリーカーを運行中です。夜のお
かずやおつまみ、ホッと一息つきたいときの
デザートやコーヒーなど、市内飲食店の逸品
をお近くで！
　運行予定やメニューは「日野デリLINE公式
アカウント」をご覧ください。

日 11月5日㈮～7日㈰午前中※時間指定不可場

生活・保健センター内血液検査対昭和57年4
月1日以前生まれの市民※次の方は受診不可①
過去に肝炎ウイルス検診を受けた②肝炎で治
療中定 500人※申込多数の場合は抽選他受診
日時は10月27日㈬ごろに送付する問診票に記
載申 10月8日㈮（消印有効）までに〒191-0011日
野本町1-6-2生活・保健センター内健康課肝炎
ウイルス検診係へはがき、電子申請または健
康課窓口へ。検診名、住所、氏名（ふりがな）、
性別、生年月日、年齢、電話番号、検診希望
日（第3希望まで。希望日なしの場合はその旨）
を記入※持参の場合は土曜・日曜日を除く

　振り込め詐欺の対策機器「自
動通話録音機」の貸し出しを10
月1日㈮から開始します。
 　犯人は巧みな話術で語りか
けてくるため、電話を受けた方は犯人の話に
聞き入り、冷静さを失ってしまい、そのまま
だまされてしまうケースがほとんどです。
　犯人と会話しないように、自宅の電話を在
宅時であっても常に留守番電話に設定すると
共に、自動通話録音機を設置し、特殊詐欺被
害防止に努めましょう。
対 65歳以上の市内在住者申防災情報センター
内防災安全課窓口で直接お渡し※台数に限り
あり

　スマホ（スマートフォン）を持っていない方、
初めて使う方も参加できます。
日①10月23日㈯午前10時から②11月6日㈯午前
10時から③12月18日㈯午前10時から場①湯沢
福祉センター②教育センター③第二武蔵野台
地区センター定申込制で各回先着10人他三中
地区アクションプラン実行委員会主催申電話

　最新情報は、市 HP および日野市LINE
公式アカウントからお知らせします。

新型コロナウイルス
ワクチン接種について

ちょっとお散歩＆青空
たいそう（10月）

食品移動販売車
日野のおいしいお総菜・
スイーツをお届け！

B型・C型肝炎ウイルス
無料検診（第2期）

「自動通話録音機」の
貸し出しを開始

シニア向け初めての
簡単スマホ講座

1016397ID 問日野市新型コロナウイルスワク
チン接種相談・予約センター（相談…☎0120-950-
734予約…☎0120-950-391※土曜・日曜日、祝日を
含む毎日午前9時～午後6時）

1016960ID

問ひの社会教育センター（☎042-582-3136）

1016334ID 問企画経営課（☎042-514-8038）、
日野デリバリーカー事業実行委員会（ hinodeli.
car@gmail.com）

1003837ID 問健康課（☎042-581-4111） 1011878ID

問防災安全課（☎042-514-8963）

1017870ID

問地域協働課（☎042-581-4112）

1017914ID 問市民フェア実行委員会事務局（☎042-581-6144※土曜・日曜日を除く午前9時30分～
午後4時30分）

10月開催！　まちづくり市民フェア2021

かわいい車で
お届けします！

▶

地域包括支援センター LINE公式アカ
ウントの友だち登録を
　認知症やフレイル予防などの健康情報、暮らし
に役立つイベント情報やスマホ教室などのお知ら
せが届きます。
問高齢福祉課（☎042-514-8496）

▲日野デリ
LINE公式
アカウント

1003574ID

　まちづくり市民フェアは、市内の市民活動団体が集まり、多く
の方に活動を「知って」「体験して」「参加して」もらうイベントで
す。市民活動の輪をのぞいてみませんか。

　対象店舗で使える200円分商品券「まちづくり応援券」を会場で配布し

ます。※イオンモール多摩平の森での配布は土曜・日曜日のみ

市内事業者応援企画と
   市民フェアがコラボ！オトクな

コラボ企
画!

▲視聴は特設
サイトから

まちづくり応援券（200円分）と交換

引換券
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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  問問い合わせ市政のお知らせ・催し

　チェックポイントとなる日野市・多摩市の
ロケ地や観光地（全20カ所）を巡りスタンプを
集めると、素敵な賞品が当たる抽選に応募で
きます。
日 10月1日㈮～11月30日㈫内スマートフォン
に「f

フ ラ リ

urari」アプリをダウンロードし、「ひの・
たまデジタルスタンプラリー」を選択して参
加。詳細は市 HPを参照

　学童クラブは、保護者（養育者）が就労など
により放課後家庭にいない児童を預かる事業
です。
対小学1～3年生（障害児は小学4年生まで）他
①現在入所中の方も申請が必要②受付期間後
の提出や定員を超えたときは4月1日に入所で
きない場合あり③保護者全員の在職証明書が
必要申 10月2日㈯～29日㈮に市役所2階子育て
課へ申請書（市役所1階市民相談窓口・2階子育
て課、七生支所、豊田駅連絡所、各児童館・
学童クラブ、エール（発達・教育支援センター）、
子ども家庭支援センターで配布）および必要書
類を持参※日曜日を除く午前8時30分～午後5
時15分。保護者が持参を

　児童期の子どもの発達状況や、よくある言
動の背景を学び、上手な声かけや成長の促し
に生かしていくための参加型のワークショッ
プです。
日 10月21日㈭・28日㈭、11月4日㈭・15日㈪・
25日㈭、12月2日㈭午前10時～11時30分（全6回）
場多摩平の森ふれあい館講子ども家庭支援セ
ンター心理専門相談員（臨床心理士・公認心理
師）対全回参加できる4～7歳前後のお子さまを
持つ親または養育者※お子さまの同席不可定

申込制で先着12人他 1歳～小学校就学前のお子
さまの保育あり（定員12人）申 10月4日㈪～14日
㈭午前9時30分～午後5時に電話

 緑と清流ポスター展 
日小学生の部…10月4日㈪～15日㈮、中学生の
部…10月18日㈪～29日㈮※いずれも日曜日を除
く場市役所1階市民窓口課側壁面内市内の小・
中学生が水辺をテーマに描いたポスター展示
 ミニ水族館 
日 10月4日㈪～29日㈮※日曜日を除く場市役所
1階市民窓口課待合席付近内市内の用水や河川
に生息する魚、生物の展示
 日野用水クリーンデー 
日 10月24日㈰午前9時45分～11時※荒天中止
場よそう森公園、栄町四丁目バス停付近、新
町一丁目22番地月極駐車場付近のいずれかに
集合

　ご家庭にある不要な水銀含有製品（体温計・
血圧計など）を回収します。
日 10月1日㈮～12月28日㈫場市役所1階市民相
談窓口、七生支所、豊田駅連絡所、生活・保
健センター、クリーンセンターなど対水銀体
温計、水銀温度計、水銀血圧計、容器に入っ
た水銀※温度、血圧を示す部分が赤色または
青色のもの、電子式のもの、事業所で使用し
たものを除く他持参された方にマイバッグプ
レゼントあり。
普段は「有害ご
み」として排出
を

日野市と多摩市の観光連携事業
ひの・たまデジタル
スタンプラリー

令和4年度学童クラブ
入所申請を受け付け

児童期のびのび子育て
講座 

10月は環境月間です！
眠っていませんか、水銀製品
水銀回収キャンペーン 

1015589ID 問産業振興課（☎042-514-8461）
1017587ID 問子育て課（☎042-514-8636）

1003967ID

問子ども家庭支援センター（☎042-599-6670）
1010015ID 問緑と清流課（☎042-514-8309） 1018033ID

問ごみゼロ推進課（☎042-581-0444）

　ラグビー・トップリーグで活
躍した日野レッドドルフィンズ
は、令和3年7月16日に発足した

「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」へ参入する
ことが決定し、Division2に振り分けられまし
た。リーグは令和4年初旬に開幕予定です。
　日野レッドドルフィンズを応援しましょう！

日野レッドドルフィンズ
J

ジャパン

APAN R
ラグビー

UGBY
L

リーグ

EAGUE O
ワン

NE参入！
1017642ID

問文化スポーツ課（☎042-514-8465）

　行政に対する要望をはじめ、法律問題から相続・遺言書などの書類作成まで専門の相談員が相
談に対応します。
日・場・内下表の通り
申10月1日㈮午前8時30分から電話※土曜・日曜日を除く。2種類まで申し込み可
相談名 相談内容 相談員 相談日時 会場

法　　律 相続、離婚、債務、賠償、保証、訴訟手続きな
ど法律問題 弁護士

10月13日㈬
午後1時15分～3時30分

ひの煉瓦ホール
（市民会館）

登　　記 土地・建物売買、贈与に関する登記手続き全般 司法書士
不 動 産 不動産の売買や賃貸借の問題など 宅地建物取引士

相続・遺言等
書類作成

相続・遺言、許認可手続きなどの書類作成に関
すること 行政書士

行　　政 国や都の仕事への要望や意見 行政相談委員

税　　務 相続税、贈与税、住宅取得控除など税金全般 税理士 10月13日㈬
午後1時15分～ 3時30分 電話相談のみ

交通事故 示談、損害賠償など交通事故に関する問題 弁護士 10月8日㈮
午後1時30分～ 4時 市役所1階

市民相談窓口
労　　働 賃金の未払い、不当解雇、労働契約など職場の

トラブルについて 社会保険労務士 10月15日㈮
午後1時30分～ 4時

10月の市民相談は26ページをご覧ください。

くらしと行政「総合市民相談」を開催
10月18日㈪～ 24日㈰は行政相談週間
1003240ID 問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）
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税金

子ども

催し・イベント

新型コロナ 講座

スポーツ

障害のある方

高齢者

お知らせ

しごと

健康・検診

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

スポーツ

オクトーバー・ラン＆
ウォーク
日 10月1日㈮～31日㈰内無料の
ランニング・ウォーキングイベ
ント。スマホアプリで全国、地
域、年代別のランキングを確認
可申アプリで会員登録し、エン
トリー問㈱アールビーズ内大会
事務局（☎03-5771-7904 octo
ber@runners.co.jp）

平山台文化スポーツクラブから
1003186ID

▶シニアのための運動法講習会
日 10月5日㈫午前10時30分～正
午場イオンモール多摩平の森
講金子十美代氏（健康運動指導
士・マスター介護予防指導士）
定申込制で先着50人

▶護身合気道
日毎週土曜日午後1時30分～3時
30分場平山台健康・市民支援セ
ンター講中村孝二氏（公認指導
員）￥ 400円（中学生以下300円）
※会員200円（中学生以下150円）

▶ハンドロウル
日毎週木曜日午後1時30分～3時
30分場平山台健康・市民支援セ
ンター講小堤吉寿氏（スポーツ
推進委員）￥ 300円※会員150円

▶山歩き～三頭山
日 10月26日㈫午前7時10分JR立
川駅五日市線ホーム前寄り集
合、午後5時武蔵五日市駅解散
￥ 600円※会員500円。交通費別
途。弁当持参

▶教室お休みのお知らせ
　街歩き、男の料理教室、燻

く ん

製
せ い

教室は12月末まで休止します。
　いずれも申電話、ファクスま
たはEメール問同クラブ（☎・
FAX 042-506-9979 hirayama
dai@hop.ocn.ne.jp）

障害者スポーツ体験教室

1016636ID

日 10月12日㈫・19日㈫、11月9日
㈫・30日㈫、12月21日㈫午後2時
～4時場市民の森ふれあいホー
ル講東京ヴェルディ㈱普及コー
チ対市内在住・在勤・在学で障
害の有無に関わらず行き帰りが
自力で行える小学生以上の方定

先着30人※当日現地受け付け他

種目は市 HP 参照問文化スポー
ツ課（☎042-514-8465）

東京ヴェルディ日野市ホーム
タウンデー
1017957ID

日 10月24日㈰午後2時キックオフ
場味の素スタジアム（調布市）内
ジェフユナイテッド千葉戦￥①

22歳以下の市内在住・在勤・在
学者（小中学生招待チケット対
象者含む）および65歳以上の方
は無料②①を除く市内在住・在
勤・在学者は特別割引として入
場料1,000円③その他特別料金
あり（バックB席）申 10月14日㈭
正午～23日㈯午後11時59分にJ
リーグチケットへ無料登録後、
QRコードから※申込日程変更の
可能性あり。詳細はクラブ HP参
照問文化スポーツ課（☎042-514-
8465）

▲①の方 ▲②の方 ▲③の方

スポーツ推進委員会から

▶①ミニユニバーサルスポーツ体
験会～障害のある方もない方も
一緒にスポーツ体験をしましょう
1012343ID

日 10月24日㈰午前9時～
11時30分場市民の森ふれあいホ
ール内ハンドロウル、ボッチャ、
卓球バレー講スポーツ推進委員
対運動の制限を受けていない方
定申込制で先着30人程度

▶②ボッチャ日野カップ2021（東京
都市町村ボッチャ大会予選会）
1012426ID

日 11月20日㈯午前9時～
11時30分場市民の森ふれあいホ

ール対運動の制限を受けていな
い小学生以上の方。初心者可定

申込制で先着32チーム（1チーム
3人以上、日野市在住・在勤・
在学者を1人以上含むこと）他上
位2チームは令和4年1月23日㈰
の東京都市町村ボッチャ大会の
出場権獲得
　いずれも申①10月15日㈮まで
②10月20日㈬までに申込用紙（市
HP、市役所3階文化スポーツ課
にあり）を持参またはファクス
※ファクスは送信後に電話を。
土曜・日曜日を除く問文化スポ
ーツ課（☎042-514-8465 FAX 042-
581-2516）

市民体育大会
1003171ID

　いずれも要項、申込書、エン
トリーシートは市民陸上競技場、
日野市体育協会 HP、市役所3階
文化スポーツ課にあります。

▶武術太極拳
日 10月30日㈯午前10時から場市
民の森ふれあいホール内 24式太
極拳、32式剣など対市内在住・
在勤・在学者他詳細は要項参照
申 10月22日㈮（必着）までに〒191-
0011日野本町7-12-1市民陸上競
技場内日野市体育協会事務局

（ FAX 042-582-5770）へ申込書を
郵送またはファクス問日野市武
術太極拳連盟事務局（古賀☎090-
3232-7117）

▶インディアカ競技
日 11月7日㈰午後1時～6時30分
場市民の森ふれあいホール内

女子・混合対小学校高学年以上
の市内在住・在勤・在学者￥ 1
人500円（1チーム4～8人）※キャ
プテン会議にて徴収他詳細は要

項参照申 10月23日㈯午後7時か
ら南平駅西交流センターで行わ
れるキャプテン会議時に申し込
み問日野市インディアカ協会事
務局（首

し ゅ

藤
と う

☎042-591-6947）
▶空手道競技
日 11月23日㈷午前9時30分から
場市民の森ふれあいホール内

形の部、組手の部対市内在住・
在勤・在学者、日野市空手道連
盟会員・賛助会員など￥ 1種目
1,500円※振込方法は要項参照
申 10月15日㈮午後5時までに申
込書をEメール問日野市空手道
連盟（日野☎090-4965-4008
hino@gl.mm-m.ne.jp）

▶バドミントン競技
日①11月7日㈰午前9時から②11
月21日㈰午前9時から場市民の
森ふれあいホール内①一般男
女②中学生男女対中学生以上
の市内在住・在勤・在学者￥ 1
ペア1,500円（中学生500円）※大
会当日徴収他詳細は要項参照
申 10月25日㈪（必着）までに〒191-
0011日野本町7-12-1市民陸上競
技場内日野市体育協会事務局へ
申込書を郵送または持参問日
野市バドミントン連盟（中村☎
080-5655-7615）

日野市スポーツ推進委員募集

1017902ID

日 任期…令和4年4月1日～6年3
月31日内市内のスポーツの推
進、事業の企画・立案、住民に対
するスポーツの実技指導および
助言。毎月平日午後7時～9時に
2～3回会議あり。その他イベン
トなど事業あり対18歳以上の市
内在住・在勤・在学者定若干人

￥報酬月12,500円申 10月29日㈮
までに市役所3階文化スポーツ
課へ所定の履歴書（市 HP 、同課
にあり）を持参※土曜・日曜日を
除く問 文化スポーツ課（☎042-
514-8465）

文化・スポーツ功労者顕彰

1003185ID

対都道府県大会で優秀な成績を
収めた方または予選・推薦など
の方法により地方大会、全国大
会、国際大会の出場権を得た方

（市内在住・在勤・在学の個人
または主たる活動拠点が市内に
あり半数以上が市内在住・在勤・
在学者で構成されている団体）
※文部科学省、スポーツ庁、（公
財）日本体育協会またはその加
盟団体などが主催・主管する大
会が対象。コンクールなどを含
む他障害者スポーツの対象とな
る大会や対象者については問い
合わせを申大会終了後1年以内
に市役所3階文化スポーツ課へ
所定の申請書を持参。大会要項、
大会結果などを添付問文化スポ
ーツ課（☎042-514-8465）

税金

今月の税金の納期限は
11月1日㈪
1008395ID

　今月は、市民税・都民税（普
通徴収）第3期、国民健康保険税
第4期の納期です。
問納税課（☎042-514-8259）
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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

新型コロナ

生活困窮者自立支援金の申請
期限を11月30日㈫まで延長

1017446ID

対社会福祉協議会が実施する総
合支援資金の再貸し付けを借り
終わった（11月末までに借り終
わる）世帯、同再貸し付けが不
承認となった世帯など他詳細は
市 HP 参照または問い合わせを
問セーフティネットコールセン
ター（☎042-514-8574）

子ども

さといも収穫祭
1010038ID

日 10月23日㈯午前9時～正午※
雨天時は30日㈯場石坂ファーム
ハウス（百草）申 10月9日㈯まで
にEメール問三中地区青少年育
成会（西山 ikuseikai3-toiawase 
@yahoo.co.jp）

探ってみよう ! 絵の魅力 ! 佐
竹美保さん講演会
1017899ID

日 11月7日㈰①午後2時～3時40
分場多摩平の森ふれあい館内講
演会、企画運営をする中学生に
よる企画講 佐竹美保氏（画家）
対市内在住の中学生定申込制
で先着7人申 10月5日㈫午前10時
～29日㈮午後5時に市内図書館
へ来館、電話または図書館 HP

で※来館・電話は月曜日を除く。
オンライン配信予定あり。詳細
は図書館 HP 参照問中央図書館
(☎042-586-0584)

高齢者

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30
分～10時30分と午前11時～正午
場同会館集会室定申込制で各回
先着5人￥ 5回で5,500円のチケッ
ト購入制申電話問同会館温水
プール（☎042-583-5266）

シルバー人材センター
入会案内説明会
日①10月7日㈭②22日㈮いずれ
も午前10時～正午場①日野市シ
ルバー人材センター②平山交流
センター対 60歳以上の方定申込
制で先着①15人②30人問日野市
シルバー人材センター（☎042-
581-8171）

医師によるまちの在宅医療相
談会
1017934ID

日 10月29日㈮午後2時～4時場南
平駅西交流センター対在宅医
療・自宅でのみとりを考えてい
る方定申込制で先着4人他介護
職同席申 10月4日㈪～22日㈮に
電話問在宅療養支援課（☎042-
514-8189）

障害のある方

令和4年度障害者訪問学級
受講生募集
1009960ID

日 令和4年4月～5年3月内 年1講
座※内容は本人・家族の希望に
より決定対一人で外出すること
が困難で、義務教育や特別支援

学校などを卒業後も引き続き学
習を希望する市内在住の障害者
や長期病気療養中の方他講師・
スタッフも募集申 10月15日㈮ま
でに電話問生涯学習課（☎042-
514-8765）

心身障害者（児）自動車ガソリ
ン給油券協力事業所名
変更 1003722ID

日10月1日㈮から内エム・シー・
オイル㈱がネクサスエナジー㈱へ
変更他旧名称のガソリン券利用
可問障害福祉課（☎042-514-8485）

講座

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室
1011759ID

日 10月6日㈬午前10時30分～午後
1時30分場七ツ塚ファーマーズセ
ンター内鬼滅の刃柄など定申込
制で先着10人￥ 3,000円申竹内（☎
090-7284-1947）へ電話問都市農
業振興課（☎042-514-8447）

PlanT ビジネスカフェ vol.4
「飲食業から転換～東京
型次世代農業への挑戦」
日 10月13日㈬午後7時～8時場Zo
omによるオンライン講玄地栄
美氏（クレシェンド㈱代表取締
役）申 PlanT（多摩平の森産業連
携センター）HPから問PlanT（☎
042-843-3215）

ひきこもりセミナー
ひきこもっていた時の気持ち
を聞かせてください
1017896ID

日 10月16日㈯午後2時～4時場平

山季重ふれあい館講丸山康彦氏
（任意団体ヒューマンスタジオ
代表）定申込制で先着40人申電
話、Eメール（ s-net@city.hino.
lg.jp）または電子申請で。件名
に「10月16日参加申し込み」、本
文に参加者の氏名、連絡先を記
入問セーフティネットコールセ
ンター（☎042-514-8542）

①認知症サポーター養成講座
②認知症サポーター・ステッ
プアップ講座
1003585ID

日 10月19日㈫・22日㈮・26日㈫・
29日㈮①午後1時～2時30分②午
後3時～4時場カワセミハウス内

認知症についての講義など定申
込制で各回先着5人申電話問 19
日・26日…地域包括支援センタ
ーあいりん（☎042-586-9141）、22
日・29日…地域包括支援センタ
ーすてっぷ（☎042-582-7367）

おとなの手作り絵本講座

1017964ID

　完成した作品は、ひの児童館
と共催の「手作り絵本展」で展示
します。
日 11月19日㈮、12月3日㈮午後2
時～3時対全回参加できる市内
在住・在勤・在学者定申込制で
先着10人程度￥ 100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）

Zoomおためし講座

日①入門編…10月21日㈭②ステ
ップアップ編…27日㈬いずれも

午後2時～3時場自宅からZoom
で参加※入門編は会場参加（中央
福祉センター）あり。先着10人申

Eメール（ hino-vc@hinosuke.
org）またはQRコードから。氏
名、電話番号、希望日、参加方
法（自宅または会場）、使用機器

（PC・スマホ・タブレット）を記
入問日野市ボランティア・セン
ター（☎042-582-2318）

小森陽一先生と読み解く
宮沢賢治『銀河鉄道の夜』
（全4回）

1017959ID

日①10月23日㈯②11月13日㈯③
12月11日㈯④令和4年1月8日㈯
いずれも午後2時～4時場①中央
福祉センター②～④平山交流セ
ンター講小森陽一氏（東京大学
大学院教授）定会場…申込制で
先着40人、オンライン…申込制
で先着40人申 会場…10月3日㈰
午前9時から電話または来館、
オンライン…10月3日㈰からQR
コードで電子申請問中央公民館

（☎042-581-7580）

気象予報士による防災講座

1017925ID

日 10月23日㈯午後2時～4時場①
中央公民館②オンライン講島田
賀子氏（日本気象予報士会神奈
川支部）対市内在住・在勤・在
学者定申込制で先着①20人②30
人申 10月3日㈰午前9時から①電
話または来館※月曜日を除く②
QRコードから電子申請問中央
公民館（☎042-581-7580）

普通救命講習
1002423ID

日 10月24日㈰午前9時～正午※
毎月第4日曜日に実施内心肺蘇
生法、AEDの使用方法など定

申込制で先着10人￥ 1,500円（テ
キスト代）申 電話場・問 日野消
防署（☎042-581-0119）

パソコン講習会（11月）

日・内下表の通り対①以外は文
字入力ができる方￥ ①～⑩各
3,060円⑪1,530円⑫1,020円※い
ずれもテキスト代含む他個別指
導（1時間1,530円）あり申 10月22日
㈮（必着）までに〒191-0011日野
本町2-4-7日野市シルバー人材セ
ンター PC教室係へはがきまた
はQRコードから。希望講座名
と番号、住所、氏名、電話番号、
OS（分かる方）を記入場・問同セ
ンター（☎042-581-8171）

番号・講座名 11月の講習会日時
①  初めてのパソコン
（基本操作）

27日㈯、12月4日㈯
午前10時～正午

②  Word-1～文字変
換など

6日㈯・13日㈯
午後1時～3時

③  Word-2～文章作
成など

20日㈯・27日㈯
午後1時～3時

④  Word-3～地図作
成など

5日㈮・12日㈮
午前10時～正午

⑤  Word-4～ページ
番号など

19日㈮・26日㈮
午前10時～正午

⑥  Excel-1～基本操
作など

14日㈰・21日㈰
午前10時～正午

⑦  Excel-2～グラフ
の変更など

28日㈰、12月5日㈰
午前10時～正午

⑧  Excel-3～複合グ
ラフなど

13日㈯・20日㈯
午前10時～正午

⑨  デジカメ入門～写
真の修整など

5日㈮・12日㈮
午後1時～3時

⑩  デジカメ応用～写
真の加工など

19日㈮・26日㈮
午後1時～3時

⑪  マイコンを利用し
た電子工作

7日㈰
午前10時～正午

⑫  スマートフォン（お
持ちの方）
～アプリの使い方

21日㈰
午後1時～3時
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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

お知らせ

土曜窓口業務休止
1002622ID

日 10月30日㈯内市民窓口課、納
税課、保険年金課、市民相談窓
口、豊田駅連絡所、七生支所、
の窓口業務を休止他コンビニ交
付機は利用可問市民窓口課（☎
042-514-8206）

Jアラートの全国一斉情報伝
達訓練
1002479ID

　Jアラートは、自然災害やミ
サイル攻撃など有事の際に国が
発令する警報を防災行政無線な
どにより音声で住民に通達する
ものです。訓練のため市内123
カ所の防災行政無線で、「これは
Jアラートのテストです」を3回繰
り返し放送します。今回は防災行
政無線放送のみの訓練です。
日 10月6日㈬午前11時頃問防災
安全課(☎042-514-8962)

駅前放置自転車クリーンキャ
ンペーン～自転車の 代
わりに置こう 思いやり
1012297ID

　安全な通行を妨げ、交通事故
の原因になるため、自転車は駐
輪場などの決められた場所に置
きましょう。市は自転車等放置
禁止区域に放置された自転車を
自転車等保管場所に撤去してい
ます。
日 10月22日㈮～31日㈰￥撤去手
数料…自転車3,000円、原付バイ
ク4,500円問 キャンペーン…防
災安全課（☎042-514-8963）、放

置自転車・駐輪場…道路課（☎
042-514-8421）

来庁不要の手続き
1014531ID

　来庁不要の手続きをご利用く
ださい。来庁の際は「市民窓口
課混雑状況確認サイト」を確認
し、混雑を避けてください。
内郵送による転出届、郵送によ
る証明書の請求（住民票の写し、
戸籍の証明書、課税（非課税）証
明書、納税証明書、固定資産税
証明書など）、マイナンバーカ
ードを利用した証明書のコンビ
ニ交付（住民票の写し、戸籍全
部（個人）事項証明（戸籍謄本・
抄本）、課税（非課税）証明書、
印鑑登録証明書）※詳細は市 HP

参照または問い合わせを問市民
窓口課（☎042-514-8206）

自賠責保険の期限切れにご注
意を
1002723ID

　すべての自動車に自賠責保険
の加入が義務付けられていま
す。車検制度のない250㏄以下
のバイク（原動機付自転車・軽
二輪自動車）は、有効期限切れ、
掛け忘れにご注意ください。
他詳細は自賠責保険ポータルサ
イト HP参照問市民税課（☎042-
514-8235）

平和活動推進補助金交付対象
事業決定
1016979ID

内対象事業…①青空映画上映会
②平和とヒロシマを自分事にす
る～出身地の戦争と記憶や平和
を結んで③平和の実践者と出会

い、ヒロシマに学ぶ継承④「書
く・読む・語りつぐ」私の戦争
体験⑤子どものための映画教室
～平和を考える対①多摩平の森
自治会②③明星大学学生④多摩
文學の会⑤子どものための映画
教室他市民が参加できる事業の
開催日などは市 HP でお知らせ
問平和と人権課（☎042-584-2733）

災害時医療職ボランティア募集
1009818ID

内大規模災害時の緊急医療救護
所での医療救護活動、避難所で
の保健衛生活動など※適宜訓練
あり対医師、保健師、助産師、
看護師、准看護師、歯科衛生士、
薬剤師、柔道整復師、救急救命
士の有資格者他日野市の補償制
度を適用問在宅療養支援課（☎
042-514-8189）

健康サポートルーム「輝
かがやき
」リ

ニューアル
1001017ID

　同施設はトレーニング施設とし
ての運営を終了し、令和4年度か
ら超高齢化社会を見据えた体操
事業や介護予防教室などを実施
する施設にリニューアルします。
問健康課（☎042-581-4111）

日野市成人式
1017655ID

日令和4年1月10日㈷午前11時か
ら、午後2時から※いずれかに
参加。学区ごとに振り分けあり
場ひの煉瓦ホール（市民会館）
他対象者には詳細を通知。オン
ライン配信あり問生涯学習課（☎
042-514-8765）

令和3年度教育委員会
1016529ID

▶第7回定例会開催
日 10月14日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HP参照

▶第4回臨時会（7月30日開催）議事
録公開
内可決事項2件、協議事項1件

▶第5回定例会（8月19日開催）議事
録公開
内可決事項8件、協議事項1件、
請願審査1件、報告事項1件
　いずれも他詳細は市 HP 参照
問庶務課（☎042-514-8692）

第3期「日
ひ
野
の
人
びと
げんき！」プラ

ン令和2年度進捗状況評価結
果公表
1018064ID

場生活・保健センター内健康課
または市 HP 問健康課（☎042-581-
4111）

日野都市計画生産緑地地区変
更案の縦覧など
1017970ID

▶変更案の縦覧・意見書受付
日 10月4日㈪～25日㈪※土曜・
日曜日を除く場市役所3階都市
計画課内日野市全域の生産緑地
地区の追加・削除

▶変更に関する説明会
日 10月13日㈬午後7時～8時場市
役所1階101会議室定申込制で先
着10人申 10月1日㈮～11日㈪に
電話またはEメール
　いずれも問都市計画課（☎042-
514-8354 tosikei@city.hino.
lg.jp）

浅川清流環境組合議会

日 11月11日㈭午前10時から場同
組合可燃ごみ処理施設問同組合
（☎042-589-0555）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料）
1015943ID

日 10月16日㈯ 午 後1時30分～3時
30分内剪定枝は太さ5㎝以内、長
さ20㎝以上100㎝以内、1束の直
径50㎝以内で必ずひもで束ねる。
落ち葉・小枝は小枝の長さ20㎝
未満で袋に入れる持本人確認書
類他 10束（袋）以上の持ち込みは
事前に連絡を。土や砂の混入、
草花は受け入れ不可問ごみゼロ
推進課（☎042-581-0444）

公民館まつり／ひのアート
フェスティバル延期
1017924ID

　新型コロナウイルスの影響に
より延期し、活動内容や製作品
の展示のみ行います。
日 10月2日㈯～令和4年3月25日㈮
内出展…色鉛筆画同好会、おり
づるの会、悠悠散歩クラブ、ひ
の切り絵サークル、日野市青年・
成人学級、日野ステンドグラス
の会、日野市科学展、谷仲山R
の会、日野宿ひな巡り、せらみく、
釉
ゆう
の会、きつつき会、陶花、陶炎会、

土楽、わかば会、あすなろ場・問

中央公民館(☎042-581-7580)

日野市社会福祉協議会
から

▶赤い羽根共同募金運動
日 10月1日㈮～12月28日㈫ 場同
協議会日野事務所など

▶赤い羽根共同募金地域配分申請
受け付け
対市内の社会福祉法人、NPO
法人など内 1施設・団体30万円
以内申 10月1日㈮～29日㈮に原
則郵送

▶日野市福祉のしごと相談会
日 10月29日 ㈮ 午 後1時～4時場

イオンモール多摩平の森
　いずれも詳細は同協議会HP

参照または問い合わせを問同協
議会（☎042-582-2319）

防衛省自衛官等秋募集
1005410ID

内①自衛官候補生②防衛大学校
学生③陸上自衛隊高等工科学校
生徒④防衛医科大学校医学科学
生対①18～33歳未満②21歳未満
の高卒③17歳未満の中卒男子④
21歳未満の高卒他詳細は問い合
わせを問自衛隊八王子地域事務
所（☎042-644-8157）

しごと

東京都最低賃金改正
1003498ID

日 10月1日㈮から内時間額1,041
円に改正問東京労働局労働基準
部賃金課（☎03-3512-1614）

勤労者福祉サービスセ
ンター会員募集
内中小企業の従業員の福利厚生
￥ 1人当たり月500円他 入会金
と会費2カ月分無料キャンペー
ン中。詳細はQRコードから問

同センター（☎042-581-6711）
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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）
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母子保健健康通信

日野市の子育て情報

※掲載希望は1歳になる月の前月5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報担当へ
郵送、持参または電子申請でお申
し込みください

母子保健健康通信

日野市の子育て情報

※掲載希望は1歳になる月の前月5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報担当へ
郵送、持参または電子申請でお申
し込みください

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

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

令和4年度4月保育施設利用申
し込みを受け付け 
1012471ID

▶利用申し込み
　市内保育施設は「保育施設利用の
しおり」または市HPをご確認くださ
い。保育施設の利用をご希望の方は、
しおりに添付されている申込書に必
要書類を添えて提出してください。
対乳幼児の保育にあたれない保護
者※詳細はしおり参照他必ず令和4
年度用の様式で申請を。現在待機中
の方も改めて利用申し込みが必要
申 10月1日㈮～11月5日㈮午前8時30
分～午後5時に市役所2階保育課へ必
要書類を持参※日曜日、祝日を除く。
土曜日は10月16日・23日のみ受け付
け。11月5日は午後4時まで
▶「保育施設利用のしおり」を配布
日 9月24日から場市役所1階市民相
談窓口・2階保育課、七生支所、豊
田駅連絡所、生活・保健センター
内健康課、子ども家庭支援センター、
地域子ども家庭支援センター（多摩
平・万願寺）、市内各認可保育園、
市内各児童館
　いずれも問保育課（☎042-514-8637）

令和4年度私立幼稚園入園児
募集 
1004232ID

　来年度入園の3・4歳児の園児を募
集します。詳細は各幼稚園にお問い
合わせください。
日願書配布…10月15日㈮から、受
け付け…11月1日㈪場・問日野・多摩
平幼稚園（多摩平2-9-3 ☎042-581-
0436）、日野台幼稚園（多摩平4-8-1 
☎042-581-2615）、欣浄寺みのり幼
稚園（日野本町4-16-25 ☎042-583-
7721）、日野ふたば幼稚園（東豊田
2-20-2 ☎042-581-3828）、光塩女子
学院日野幼稚園（程久保4-7-10 ☎
042-592-5526）、日野わかくさ幼稚
園（落川943 ☎042-591-1688）、百草
台幼稚園（百草999百草団地2-5-4 ☎
042-591-1729）、日野ひかり幼稚園

（多摩平6-27-7 ☎042-581-4765）、杉
野幼稚園（百草1006-2 ☎042-591-
3515）、日野しらゆり幼稚園（新町

1-14-1 ☎042-582-1772）

BCG（結核）予防接種 
1007623ID

日①10月6日㈬・25日㈪②13日㈬い
ずれも午前9時30分～11時場①生活・
保健センター②福祉支援センター
対生後1歳未満でBCG予防接種未
接種のお子さま※生後5～8カ月未満
推奨持母子健康手帳、予診票、バス
タオル、長袖服問 健康課（☎042-
581-4111）

乳幼児歯科相談 
1007575ID

日 10月1日㈮・6日㈬・8日㈮・13日㈬・
15日㈮の午後1時30分、1時45分、2時、
2時15分、2時30分から場生活・保健
センター内歯科医師による健診・相
談、歯科衛生士による歯磨き指導
対 1歳6カ月～4歳の誕生月までのお
子さま定申込制で各回先着3人他既
にむし歯がある場合は医療機関の受
診を申 電話問 健康課（☎042-581-
4111）

プレママ＆子どものお食事な
んでも相談 
1016704ID

日 10月12日㈫午前、11月2日㈫午前
場生活・保健センター、オンライン、
電話対妊婦、乳幼児のいる保護者
申電話問健康課（☎042-581-4111）

6～9月分児童手当（特例給付
含む）・児童育成手当
の振り込み
1000561ID

日 10月15日㈮に振り込み問子育て
課（☎042-514-8598）

乳幼児自由参加ひろば～プレ
イルームわいわいワ
ールド 1004025ID

日 10月4日㈪・18日㈪午前10時～11
時30分内大型遊具などによる自由
遊び対乳幼児と保護者定申込制で

先着12組申開催2日前までに電話ま
たは来館場・問みさわ児童館（☎042-
591-3456）

図書館おはなし会 
1017898ID

▶高幡図書館
日 10月6日㈬①午後3時から②午後3
時30分から対①0～2歳児②3歳～未
就学児場・問同館（☎042-591-7322）
▶中央図書館
日①10月13日㈬午後3時30分から②
13日㈬午後4時から③28日㈭午前10
時30分から対①3歳～未就学児②小
学生③0～2歳児定②申込制で先着5
人申②は10月5日㈫午前10時から電
話または来館※月曜日を除く場・問
同館（☎042-586-0584）
▶多摩平図書館
日 ①10月14日㈭午前10時30分から

（ひよこタイム）②27日㈬午後3時30
分から③27日㈬午後4時から対①0
～2歳児②3歳～未就学児③小学生
定③申込制で先着6人申③は10月5
日㈫午前10時から電話または来館※
月曜日を除く場・問同館（☎042-583-
2561）
▶百草図書館
日 10月20日㈬①午後3時から②午後
3時30分から③午後4時から対①0～
2歳児②3歳～未就学児③小学生定
③申込制で先着5人申③は10月5日
㈫午前10時から電話または来館※月
曜日を除く場・問同館（☎042-594-
4646）
▶日野図書館
日 10月20日㈬午後3時30分から対 3
歳～未就学児場・問同館（☎042-584-
0467）
▶平山図書館
日 10月21日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）対 0～2歳児場・問同館

（☎042-591-7772）
　いずれも他 0～2歳児、3歳～未就
学児は15分間、小学生は20分間。詳
細は図書館HP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

足立 桜十羽
あだち おとは

令和2年10月24日
午前10時26分生まれ
多摩平在住

愛称はおとちゃん。 お兄ちゃ
んが大好きで、おもちゃの取
り合いをしながらも寄り添っ
ています。これからも兄妹仲
良くいてください。パパとマ
マのところにきてくれてあり
がとう。

さん

すくすくクラブ
日いずれも午前10時30分～11時30分
内歌や手遊び、お友達作り
対 3～12カ月児と保護者
他申し込みなどの詳細は各児童館へ問い合わせを

10月 4日㈪　あさひがおか児童館（☎042-583-4346）
10月 6日㈬　みなみだいら児童館（☎042-599-0166）
10月 7日㈭　しんめい児童館（☎042-583-6588）
10月13日㈬　まんがんじ児童館（☎042-583-3309）
10月22日㈮　もぐさだい児童館（☎042-591-7001）

健康診査 内 3～4カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診※通知した日時に来場を
ママパパクラス沐浴
対妊婦（おおむね16～27週）とその家族

日 10月30日㈯※時間予約制内赤ちゃんのお風呂の入れ方※3密を
避けるため沐浴体験のみ申開催3日前までに電話または電子申請

オンライン講座（予約制）
※ご自宅のパソコン・ス
マートフォンなどで視聴

ママパパクラス保健
対妊婦（妊娠週数は問い
ません）とその家族

日・内 10月18日㈪…妊娠期について、10月25日㈪…産後の生活に
ついて申電子申請※詳細は市 HPを参照

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HPを参照問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

転入された方へ 妊婦、3～4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診を受けていない方は子ども家庭支援セ
ンター（☎042-843-3663）へご相談ください。

離
乳
食
講
座

ステップ1
1回食

日①10月28日㈭午前中②11月16日㈫午前中対①おおよそ令和3年5月生まれの乳児と
その保護者②おおよそ令和3年6月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日①10月21日㈭午前中②11月11日㈭午前中対①おおよそ令和3年3月生まれの乳児と
その保護者②おおよそ令和3年4月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ3
3回食

日①10月14日㈭午前中②11月9日㈫午前中対①おおよそ10月～令和3年1月生まれの乳
児とその保護者②おおよそ11月～令和3年2月生まれの乳児とその保護者定申込制で
①②各24組※申込多数の場合は抽選

オンラインマタニティ栄養教室
※  ご自宅のパソコン・スマート
フォンなどで視聴

日 11月13日㈯午前10時30分～11時15分
内妊娠中の食事の話と質疑応答

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HPを参照申 10月分は受け付け中、11月分は10月4日㈪午前9時から。離
乳食講座は講座開催1週間前までに、オンラインマタニティ栄養教室は教室開催3日前までに電子申請問健康課（☎042-
581-4111）

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、せきが出る・体がだるい・熱っぽいなどの症状がある
方は来所せず、医療機関を受診してください。

1007346ID 場生活・保健センター
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 介護初任者研修・実習 
　研修期間から実習まで就業時間に含まれ、給与
が支払われます。
日 12月1日㈬～令和4年2月28日㈪※研修…130時
間（週3日午前9時30分～午後4時30分でおおむね2
カ月で資格取得予定）、実習…72時間（週3日午前9
時30分～午後4時30分でおおむね1カ月）場研修…
近隣市、実習…市内介護事業所対現在無資格で
市内介護事業所に就労する意欲のある方定申込
制で15人※選考あり申 11月12日㈮までに㈱シグ
マスタッフへ電話または専用 HPで

Web説明会・面接 
　自宅にいながら市内介護事業所の説明会・面接
が受けられます。
日令和4年1月27日㈭内説明会…介護事業所が1社
ずつ動画配信で説明しライブで質疑応答（4社程
度でおおむね2時間）、面接…説明会後に希望する
介護事業所と日程調整し後日実施対市内介護事
業所に就労する意欲があり、Zoom利用可能な
方※利用が難しい場合はご相談を定申込制で先
着50人申 10月1日㈮から電話または専用 HPで

　ミニバスで下記の路線を乗り継ぐときは、「通し運賃（乗り継ぎポイントで降車するバスの運賃＋乗り
継ぐバスの差額運賃）」で目的地まで乗車することができます。

　市ではミニバス7路線、丘陵地ワゴンタクシー 2路線を市が補助金を出して運行しています。車内換気・
消毒、乗務員のマスク着用などの感染症対策を実施し、現状の便数を維持しています。令和2年度は、ミ
ニバスでは約119万人、丘陵地ワゴンタクシーでは約2万5千人の方にご利用いただきました。

バスの時刻表を見たいときは
時刻表は市役所3階都市計画課・1階市民相
談窓口、七生支所、豊田駅連絡所で配布し
ています。市HPからもご覧いただけます。

バスの中に忘れ物をしたときや運行状況を知りたいときは
ミニバス…京王電鉄バス㈱桜ヶ丘営業所（☎042-591-2712）、丘陵地
ワゴンタクシー…南観光交通㈱（☎042-592-0012）へお問い合わせく
ださい。

⑴ 乗り継ぎポイントで降車する際、乗
り継ぐ旨を乗務員にお申し出くださ
い。

⑵ 「通し運賃」を支払い、乗務員より乗
継券を受け取り、降車してください。

⑶ 乗り継ぐバスへ乗車してください。
⑷ 目的地で降車する際、乗継券を乗務

員へ渡し、降車してください。

対象路線(区間) 乗り継ぎ
ポイント 対象路線(区間)

旭が丘循環路線
平山循環路線
（全区間）

市内路線
南平路線

 (日野市役所までの全区間)
三沢台路線
落川路線
（全区間）

南平路線
(日野市立病院までの全区間)

求む、介護事業所で働きたい方

今がチャンス！介護のお仕事探しお手伝いします

ミニバスは「通し運賃」で乗り継ぎできます

幼稚園からのお知ら
せ 1004228ID

▶ なかよしきっず～体を動かして遊
ぼう！
日 10月5日㈫午前9時30分～11時対乳
幼児と保護者場・問第七幼稚園（☎
042-586-3770）
▶ 幼稚園においでよ～体を動かして
遊ぼう！
日 10月20日㈬午前9時15分～11時対
乳幼児と保護者場・問第二幼稚園

（☎042-591-4125）
▶ ひよこの日～ハロウィンの飾りを
作ろう！
日 10月27日㈬午前9時15分～11時対
乳幼児と保護者場・問第四幼稚園

（☎042-583-3903）

ネットスポーツタイム 
1006001ID

日 10月9日㈯午後5時～6時45分内①
バレーボール②バドミントン対中学・
高校生定先着①10人②8人場・問た
まだいら児童館ふれっしゅ（☎042-
589-1253）

乳幼児自由参加ひろば
わくわくひろば 
1011905ID

日 10月20日㈬午前10時30分～11時30
分対乳幼児と保護者申 10月8日㈮午
前9時30分から電話または来館場・問
ひの児童館（☎042-581-7675）

移動児童館～みんなであそぼ
うin七ツ塚 
1011621ID

日 10月13日㈬午前10時30分～11時30
分場七ツ塚公園対乳幼児と保護者
定申込制で先着20組申 10月5日㈫午
前9時30分から電話または来館問さ
かえまち児童館（☎042-585-8281）

乳幼児自由参加ひろば「きらき
ら～うんどう会遊び」 
1008085ID

日 10月14日㈭午前10時30分～11時30

分対 1～3歳児と保護者定申込制で
先着15組程度申 10月4日㈪午前9時
30分から電話または来館場・問まん
がんじ児童館（☎042-583-3309）

移動こあらひろば In 第二武
蔵野台地区センター 
1015740ID

日 10月14日㈭午前10時30分～11時30
分場第二武蔵野台地区センター対
乳幼児と保護者申 10月13日㈬まで
に電話または来館問もぐさだい児
童館（☎042-591-7001）

ドリーム号がやってきた！
in上田 
1008628ID

日 10月19日㈫午前10時30分～正午と
午後2時30分～4時30分場上田地区セ
ンター対 18歳以下の方と保護者※
乳幼児は保護者同伴申 10月16日㈯
までに電話または来館問ひらやま
児童館（☎042-592-6811）

ミニアスレチックル
ーム 1006364ID

日 10月12日㈫午前9時45分～10時45
分と午前11時～正午対乳幼児と保
護者定申込制で各回先着5組申 10月
2日㈯から電話または来館場・問み
なみだいら児童館ぷらねっと（☎042-
599-0166）

ママのための自分時間 
1017962ID

日 10月22日㈮午前10時～正午内カラ
ーセラピーなど対子育て中の母親
定申込制で先着10人他 1歳6カ月から
の保育あり(申込制で先着6人)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）

いやされタイム 
1010565ID

日 10月22日㈮午前10時30分～11時対
乳幼児と保護者※保護者のみも可

定申込制で先着8組申 10月8日㈮午
前9時30分から電話または来館場・問
あさひがおか児童館（☎042-583-4346）

あそぼうルームスペシャル
ハロウィンイベント 
1003983ID

日 10月29日㈮午前10時～正午対 1歳
～未就学児と保護者申 10月15日㈮
午前9時30分～28日㈭午後6時に電話
または来館場・問しんめい児童館（☎
042-583-6588）

保育講習会を受講して地域の
子育てを応援 
1008631ID

　ファミリー ･サポート･センター
（ファミサポ）は、育児や家事の援助
をしてほしい方（依頼会員）と援助を
したい方（提供会員）が、相互に助け
合う有償ボランティア組織です（登
録料無料）。
　提供会員として保育援助を行いた
い方を対象とした保育講習会を開催
します。
日 11月10日㈬～24日㈬場福祉支援
センター定申込制で先着15人他詳
細は市HP参照または問い合わせを
申 10月22日㈮までに電話問日野市
ファミリー・サポート・センターた
かはた（☎042-599-7616）

第20回子育て支援者養成講座 
1009788ID

　子育てをめぐる現状や子育て支援
への関わり方などを学びます。
場万願寺交流センターなど対市内
在住者定申込制で先着10人他日時
などの詳細は市HP参照または問い
合わせを申 10月11日㈪（必着）まで
に〒191-0024万願寺4-20-12NPO法
人日野子育てパートナーの会へはが
きまたはファクスで。住所、氏名、
年齢、電話番号を記入問日野子育
てパートナーの会（☎・FAX 042-587-
6276※平日午前9時～午後5時）

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

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

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

1015757ID 問市高齢福祉課（☎042-514-8519）、㈱シグマスタッフ（☎0120-510-441※土曜・日曜日、祝日を除く午
前9時～午後5時）

1003417ID 問京王電鉄バス㈱桜ヶ丘営業所（☎042-591-2712）、市都市計画課（☎042-514-8369）

受講費・参加費
無料

■ミニバス乗り継ぎ対象路線一覧

ミニバス・丘陵地ワゴンタクシーは感染症対策を実施し運行しています

■利用方法

豊田駅北口

高幡不動駅

介護の仕事未経験・無資格OK！介護業界は人手不足で困っています。

あなたの力を貸してください。
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▶8月後半
［18日] 令和4年度東京都予算編成に対する要望［20日]東京パ
ラリンピック聖火採火式、東京都市長会議［22日]日野市特措法
新型コロナウイルス対策本部会議、東京パラリンピック聖火リ
レー点火セレモニー［25日]日野市表彰審査会、明治安田生命保
険相互会社との包括連携協定締結式［30日]定例記者会見［31
日]南多摩三市長による東京都への緊急要望書提出

▶9月前半
［1日]監査委員辞令交付式、市議会定例会（行政報告、議案上
程）［3日]市議会定例会（一般質問）［6日]市議会定例会（一般質
問、請願上程）［7・8日]市議会定例会（一般質問）［9日] 市議会定
例会（一般質問、議案上程）［11日] 日野市特措法新型コロナウ
イルス対策本部会議、まちと空き家の学校シンポジウム

1016405ID 問市長公室秘書担当代表☎

市 長 の　
う ご き

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

1017611ID
問日野市消費生活センター（☎042-581-3556※土曜･日曜日､祝日を
除く午前9時30分～正午､午後1時～4時）、消費者ホットライン（☎

イヤヤ

188）

▶事例 
　高校時代の友人に「セミナー付き
のＡＩ（人工知能）によるＦＸ（外国
為替証拠金取引）自動売買ソフトで、
絶対もうかる。1千万円の年収も夢
ではない」と言われ、紹介されたＡ
社の担当者と消費者金融に出向き、
学生ローンで60万円を借りた。
　担当者に指示されるまま、60万円
で暗号資産（仮想通貨）を購入し、そ
の暗号資産でＢ社のＦＸの自動売買
ソフトを購入した。その後、オンラ
インでＦＸについてのセミナーを8
回受け取引をしたが、実際にはもう

からない。5人を勧誘して初めて
25万円がもうかるマルチと分かった。
不審なので解約したい。（20代男性）
▶アドバイス
　ピラミッド式販売組織の会員にな
り、商品を販売し紹介料をもらうビ
ジネスは、マルチ商法です。契約書
面を受け取ってから20日以内であれ
ばクーリング・オフが可能ですが、
契約書はなく、Ａ社、Ｂ社の所在地
や電話番号は分からず、Ｂ社は海外
の業者なので返金を求めることは困
難です。
　絶対もうかると言われても信用せ

ず、特定商
取引法で定
められた契
約内容・事
業者の所在
地・電話番
号などをよ
く調べまし
ょう。記載
のない業者との契約は危険です。Ｆ
Ｘはリスクの高い取引です。仕組み
が分からなければ、知人からの勧誘
であっても断る勇気が必要です。不
審に思ったらすぐ相談してください。

ＦＸ自動売買ソフトのマルチ、新型コロナの流行に伴い若者の投資の被害が増えています

　字限図は、正式な名称を「小
こ

字
あざ

限
ぎ

り切り絵図」といい、
手書きで彩色された小字ごとの絵図です。明治6年
（1873）から13年にかけて実施された「地租改正」に関連
して作成されました。
　字限図は、江戸時代の絵図とは異なり、実測された
地籍図で、地番が記入され、田・畑・屋敷など地目ご
とに色分けされ、道路・用水なども詳細に記入されて
います。日野市には、市域全体の小字の9割ほどに当た
る246枚が現存しています。大きさは絵図によってまち
まちですが、およそ一辺が80センチ程度のものです。
　作成に当たったのは、それぞれの村でかつて名主や
組頭をつとめた人々などで、市内の旧家には、この時
に作成されたさまざまな資料が残されています。字限
図とともに「改

かいせいたんべつちょう

正反別帳」という記録があり、一筆ごと
の所有者、面積、地目が記されています。反別帳は、

現在の土地台帳作成の基礎資料となりました。
　日野市の場合には、字限図は長く行政資料として用
いられていたので、甲武鉄道（JR中央線）の敷設や甲州
街道の拡幅など、その後の改変が書き込まれていて、
地域の変遷を知ることができるものとしても貴重です。
他の地域では、地震、津波、大火、空襲などで失われ
てしまっていることも多
く、数多くの字限図が当
時のまま受け継がれてき
たことは幸運だといえる
でしょう。
　地域の昔を知る歴史資
料として、大切にしてい
きたいと思います。

日野市に残る字
あざぎりず
限図

1018140ID
問郷土資料館

（☎042-592-0981）50

　健康課（☎042-581-4111）問

第66回 テーマ：
ブレスト・アウェアネス

日野市健康課
公認キャラクター
ひのった

ひのったの妹
ひのみ

「ひのった」健康NOTE

日野市健康課

「ひのった」健康NOTE

ひのべりーさん
ID 0000000

はい！ 日ごろから自分の乳房に関心を持ち、意識
して生活することです。乳がんの早期発見・診断・
治療につながる、女性にとって非常に重要な生活
習慣ですよね。

セルフチェックも、お風呂や着替えの時に気軽に
できるといいですね。ブレスト・アウェアネスを心
掛けることで、自分の乳房への関心が高まって、変
化に気付けそうです。

●日頃から自身の乳房に関心を持ち、セルフ
チェックで変化に気付いたら医療機関を受
診しましょう。
●40歳になったら、2年に1回定期的に乳がん
検診を受けましょう。

今回の
まとめ

その通りです。次の四つを実践しましょう。
①日ごろから自分の乳房を見て触って、正常な
状態を知る（セルフチェック）

②気をつけなければいけない乳房の変化を知る
③乳房の変化を自覚したら、すぐに医療機関へ
行く

④40歳になったら2年に1回定期的に乳がん検診
を受診する

ひのみさん、ブレスト・アウェアネスを知っていま
すか？

▲上宿（日野本町2～4丁目付近）

イオンリテール㈱から寄付金が贈呈されました
1012128ID

　「ひの新選組WAON」で令和2年度に電子決済された金額の0.1%が、市の商業
および地域振興を目的としてイオンリテール㈱から寄付されました。令和2年度の
寄付金額は142万772円で、イオンリテール㈱からのこれまでの寄付金額の合計は
936万6,339円となりました。寄付金は市内商業支援策に活用されています。
問産業振興課（☎042-514-8437）

【材料（5人分）】
· サツマイモ…480g程度
· 米…3カップ
· 酒…50cc
· 塩…小さじ1と2分の1
· 黒ゴマ…適量
· 大葉（あれば）…20枚くらい

さつまいもご飯

秋野菜レシピ
1007571ID 問都市農業振興課（☎042-514-8447）

旬の日野産野菜を使って実りの秋を実感！とっても簡単

【作り方】
❶  米を洗い、酒・塩を入れ、
普通の水加減にする

❷ サツマイモは1㎝角に切り、
水が濁らなくなるまで洗う

❸ サツマイモの水を切り、①
の米の中に入れて炊く

❹ 器に盛り、黒ごまを振る。
あれば、大葉を刻んで散ら
す　

10月は
乳がん月間です

1015291ID

問健康課（☎042-581-4111）

　日本人女性の9人に1人（※1）がか
かるという乳がん。乳房の中で母
乳を作る部分である乳腺にできる
がんで、日本人女性がかかる中で
は最も多いがんです。　
　働き盛りの世代に多く、40～50
歳代では女性のがん死亡原因の第
1位になっています。
※ 1　国立がん研究センターがん登録・統計累
積罹

り か ん

患リスク（2018年データに基づく）

・ 早期発見で90％以上の方の治癒（※2）が見込め
ますが、早期は自覚症状がないことが多いため、
定期的な検診とセルフチェックが重要です。

・ マンモグラフィによる乳がん検診は、乳がんに
よる死亡率を減らすことが確認されています。

※2　ここでいう治癒は診断から5年の生存率です　

乳がん検診は40歳から2年に1回、
子宮頸がん検診は20歳から2年に1回受けましょう！
日令和4年2月28日㈪まで場指定医療機関￥乳がん検診1,500
円、子宮頸がん検診800円※今年度40歳を迎える方は健康保
険証、今年度無料クーポン券対象者はクーポン券、生活保護
受給者または中国残留邦人等支援給付受給世帯は受給証明書
を持参で無料持健康保険証

　ピンク色のリボンをシ
ンボルに、乳がんの正し
い知識の普及啓発、検診
の早期受診を勧奨する目
的に行われる世界規模の
啓発キャンペーンです。

脂肪組織

ピンクリボン運動

乳管
小葉
乳頭

｝乳腺

検診とセルフチェックで早期発見

乳がん検診・子宮頸がん検診

がん検診ジャー
にゅうピンク

乳がん検診

子宮頸がん検診

今年度の
無料クーポン券

対象者

乳がん検診
年度末年齢41歳の方

子宮頸がん検診
年度末年齢21・26・31

歳の方

子宮頸がん検診
年度末年齢21・26・31

「みちくさ会」は平成17年から活
動を続ける女性農業者団体です。
現在、農業に興味のある女性を
募集中です（農業者以外も可）。

1015290ID

（消費者庁イラスト集より）

消費生活
センターから

20 21広報ひの　令和3年10月号 広報ひの　令和3年10月号



新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、掲載された各催しなどについては予告なく中止される場合があります。各記事末の問い合わせ先に、実施の確認をお願いします。

「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人 情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

原稿締め切り日

12月1日号…10月26日㈫
1月1日号…11月25日㈭　　

　　

■お華炭つくり体験講座
10月10日㈰午前10時～午後3時※雨天
中止／落川交流センター／先着10人／
500円／ひの炭やきクラブ（冨山☎090-
8807-5437※ショートメール（SMS）に
て）へ申し込み
■ストレッチ講座
10月10日㈰・21日㈭午後1時～2時／新
町交流センター／10人／1回700円／タ
オル持参※軽装で／金光（☎080-5180-
2204）
■成年後見制度説明会・相談会
10月12日㈫・25日㈪午前10時～正午／
多摩平の森ふれあい館／個別相談あ

り

／成年後見サポートひの（☎042-594-
9085）へ申し込み
■楽しいペーパークイリング
10月17日㈰午後1時30分～3時30分／カ
ワセミハウス／紙テープを巻いて季節
の花などの飾りを作る／15人／200円
／はっぴーらいふ（河村☎090-4419-
0301）へ申し込み
■「これからの終活、手始めに考えたい
こと」～相続、税金、医療、介護、葬
儀供養、終活最前線セミナー
10月30日㈯午後2時から／多摩平交流
センター／10人／日野市葬儀相談セン
ター（☎042-506-2300）へ申し込み
■ケア・センターやわらぎ～介護職員初
任者研修（通学）
11月1日～12月24日の月曜・水曜・金
曜日（20日間）、実習4日間／同センタ
ー（立川市）／18人／57,124円／申込方
法など詳細は問い合わせを／10月25日
㈪正午までに同センター（井上☎042-
523-3552）へ

■南平ふれあいサロン
10月1日㈮午前10時～午後3時／南平ふ
れあいサロン（南平）／20人／100円／
ふれあい協議会（野澤☎090-4052-5316）
■ヨガサークル

■精神障害者グループホーム入居者募集
令和4年4月入居開始予定／ヴィレッヂ
たんぽぽ／申込方法など詳細は問い合
わせを／10月15日㈮までに日野市民た
んぽぽの会くつろぎ（☎042-587-4868）
へ

■ひの社会教育センターから
▶ヒュッゲな工作の会…10月17日㈰午
前10時～11時30分／2,450円（材料費含
む）▶たけのこkids…10月の毎週木曜
日午前9時30分～正午／2・3歳児対象
／体験費880円▶ぴよぴよちゃん…10
月4日㈪・18日㈪午前11時～11時50分
／880円／いずれも詳細は問い合わせ
または同センター HP参照／同センタ
ー（☎042-582-3136）

■サクラ・タンポポダンスパーティー
10月3日㈰・24日㈰午後1時30分～4時
／新町交流センター※直接会場へ／1
回500円／渡辺（☎090-2447-2329）

■日野子育てパートナーの会から
▶子育て講座～父子トーク「子どもの
個性を活

い

かして成長させるには」…10
月6日㈬午前10時15分～11時15分／万
願寺交流センター▶みんなのはらっぱ
万願寺～①おやまにあつまれ！②小児
科専門医中村敬先生の子育て健康相談
…①10月13日㈬午前10時30分～11時15
分②21日㈭午前10時10分～11時25分／
①万願寺交流センター向かいの丘②万
願寺交流センター／①そりあそび／い
ずれも乳幼児と保護者対象／同会（☎
042-587-6276）へ申し込み

■光塩女子学院日野幼稚園から
▶乳幼児室内開放バンビ…10月6日㈬
午前10時30分から／上履き、外靴を入
れる袋持参▶運動会…10月9日㈯／未
就園児の種目あ

り／水筒持参※動きや
すい服装で▶園庭開放…10月19日㈫午
前10時30分～11時30分／上履き、外靴
を入れる袋持参／いずれも同園（程久
保）／未就園児親子対象／詳細は同園
HP参照／同園（☎042-592-5526）

■あかいやね～①さつまいも掘り②歌の
コンサート（要申込）③簡単ながま口ポ
ーチ作り（要申込）④よっちゃんのニコ
ニコシアター
①10月7日㈭②9日㈯③12日㈫④19日㈫
／午前11時から／同施設（程久保）／子
育て中の親子対象／③300円／同施設

（☎042-594-7841）
■みんなで歌おう～カナリアの会スペシ
ャル企画
10月7日㈭・15日㈮午前10時30分～11
時45分／ひの煉瓦ホール（市民会館）／
童謡、季節の歌をピアノ伴奏で歌う／
50人／1,000円※指導あ

り／古沢（☎042-

10月の①毎週金曜日（29日を除く）②毎
週月曜日／午前10時から／①カルチャ
ールーム百草（百草）②平山交流センタ
ー／①10人②30人／1回500円※指導あ

り

／MIYUKI（☎090-5982-1753）へ申し
込み

■「賭けない、飲まない、吸わない」の健
康麻雀しま専科
10月の毎週土曜日午前10時30分～午後
5時／杉田ビル4階麻雀ZOO（立川駅
北口）／あがり方の分かる方対象※中
高齢者歓迎／1日2,000円／尾﨑（☎090-
5999-1033）へ申し込み

■日野柳友会～川柳句会
10月3日㈰午後1時30分～3時30分／勤
労・青年会館／兼題…儲ける、もしも
※各2句／経験不問／1,000円※見学無
料／多胡（☎042-584-5785）へ申し込み

■日野・市民自治研究所から
▶日本経済30年史～バブルからアベノ
ミクスまで（第3回）…10月3日㈰午後2
時～4時／ひの煉瓦ホール（市民会館）
／30人／500円▶オンライン憲法講座
「移民・難民・マイノリティー　日本
の少子高齢化と併せて考える」…10月
10日㈰午後2時30分～4時30分／Zoom
によるオンライン／100人▶日野市議
会報告…10月24日㈰午後1時30分～3時
／①ゆのした市民交流センター（日野
本町）②Zoomによるオンライン／①
10人②100人／いずれも申込方法など
詳細は問い合わせを／同研究所（☎042-
589-2106）

■日野生活と健康を守る会から
▶暮らしの相談会（生活苦などの困り
ごと、共同墓所、葬儀など）…10月6日
㈬・20日㈬・27日㈬午前10時～正午／
ゆのした市民交流センター（日野本町）
／小林（☎090-9386-5303）へ申し込み
▶子ども勉強会…10月の毎週水曜日午
後5時～8時／コミュニティハウス・ア
ウル（豊田）／小学生、中学生、高校生
対象／若干人／月700円／安藤（☎080-
3016-7991）へ申し込み

■地域交流スペースひだまり～介護予防
ゆったり体操
10月6日㈬・27日㈬午前10時30分～午
後2時／下田地区センター／ストレッ
チ体操、歌な

ど／指導あ
り／10人／中嶋

（☎090-4076-1982）へ申し込み
■歴史の見方・歩き方
10月9日㈯・23日㈯、11月13日㈯、12月11
日㈯・25日㈯午前10時～正午／（公財）
社会教育協会ゆうりか／8人／10,180円
※指導あ

り／同協会（☎042-586-6221）へ
申し込み
■コーヒーで政治を学び、語る会～私た
ちの政治カフェ・日野
10月9日㈯午後1時30分～4時／愛隣舎
ホール（多摩平）※直接会場へ／300円

592-0203）へ申し込み
■青空うたごえ広場
10月10日㈰午前10時～11時／湯沢福祉
センター／野外で歌謡曲などをアコー
スティックギター伴奏で歌う／20人／
500円※指導あ

り／道廣（☎080-5437-
1123）へ申し込み

■たかはた北保育園から
▶わくわくドキドキ！ヘアアレンジ…
10月11日㈪▶えいごであそぼう！…10
月18日㈪／2組▶楽しい音楽あそび…
10月21日㈭／2組▶こんにちは！赤ち
ゃん…10月25日㈪／間もなく出産を控
えている方、4カ月までの赤ちゃんが
いる母親対象／2組▶わくわく！食育
体験…10月27日㈬／2組▶つくってあ
そぼう！…11月4日㈭／2組／いずれも
午前10時～10時30分／同園（高幡）／同
園（☎042-591-5003）へ申し込み

■歌で楽しむ元気会
10月13日㈬午前10時30分～11時30分／
三沢地区センター／季節の童謡・唱歌、
歌体操な

ど／500円※指導あ
り／飲み物持

参／小川（☎042-594-9960）
■ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーテ
ィー
10月17日㈰午後1時～3時30分／新町交
流センター／ドレス限定トライアルあ

り

／50人／700円／マスク、飲み物持参
／マダム小夜子（☎090-5414-4858）

■こども食堂～さくらちゃん
10月17日㈰午後4時～5時／日野キリス
ト教会（大坂上）／お弁当配布／小学3
年生以下は大人同伴／300円※中学生
以下無料／山田（☎080-5491-8904）へ
申し込み

■ひよこハウス多摩平～①0歳体験保育
②出産を迎える親の体験学習
①10月27日㈬・28日㈭、11月4日㈭・5
日㈮・16日㈫・17日㈬午前10時～10時
30分②11月9日㈫・10日㈬午後3時～3
時30分／①ひよこハウス多摩平（多摩
平）②ムジカこどもアート（多摩平）／
①令和2年4月2日以降生まれのお子さ
まと保護者対象②出産を迎える方対象
※家族参加可／①各日先着2組②各日
先着3組／①10月4日㈪午前10時から②
10月18日㈪午前10時から同ハウス（下
田☎042-582-8861）へ

■日野市ターゲット・バードゴルフ協会
～ターゲット・バードゴルフ
10月21日㈭午前10時～午後4時※予備
日10月28日㈭／多摩川グラウンド野球
場／午前…講習会、午後…競技会／60
歳以上の市内在住・在勤者対象※ゴル
フ経験者歓迎／10月7日㈭までに中村

（☎090-7703-6211）へ

／林（☎090-7901-4301）
■日野精神障害者家族会から
▶交流会～情報交換・悩み相談などな
んでも…10月9日㈯午後1時30分～4時
▶家族相談（要申込）…10月21日㈭午後
1時からと午後3時から／家族対象／い
ずれもひの市民活動支援センター／同
会（☎080-1238-5960）

■日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃
除
10月10日㈰午前6時京王線高幡不動駅
南口バス停付近集合、午前7時解散／
小学生以上対象／軍手持参／同会（惟

これ

住
ずみ

☎042-594-7730）
■相続、遺言、生前贈与、成年後見、老
後の備えなど暮らしの無料法律相談
10月10日㈰・17日㈰・24日㈰・31日㈰午
前9時～正午／新町交流センター／10人
／望月（☎070-5467-2757）へ申し込み
■第26回婚活テラスTAMA～コロナ禍
での出会い  仲人と話そう！ 婚活・お
悩みあれこれ
10月10日㈰午後2時～4時／PlanT（多
摩平の森産業連携センター）／独身者
と独身のお子さまを持つ親対象／500
円※飲み物付き／山中（☎090-1733-
6661）へ申し込み

■ゆざわここからネットから
▶お灸とツボでセルフケア…10月12日
㈫午後1時～2時／10人／500円※指導
あ

り▶歌って！ら・ら・ら・…10月15
日 ㈮ 午 後1時30分～2時30分／20人／
500円※指導あ

り／いずれも湯沢福祉セ
ンター内ゆざわここからネット／同施
設（☎042-593-5959）へ申し込み

■秋のスケッチ会～昭和記念公園を描く
10月13日㈬午前10時昭和記念公園西立
川口集合、午後2時解散※雨天中止／
合評会あ

り／初心者歓迎／スケッチブ
ック、絵の具、昼食など持参／日野市
美術連盟（松澤☎042-591-3495）

■①ベビーマッサージ（②触れ合い遊び）
とアロマのリラックススプレー（リビ
ングや枕に）作り
①10月20日㈬午前10時15分～11時45分
②25日㈪午後1時15分～2時45分／①東
部会館②万願寺交流センター／①2カ
月～あんよ前の乳児と母親対象②1歳
～未就園児と母親対象／①②各4組／
1,800円（材料費、茶菓子代含む）／伊
勢谷（☎090-4133-5417）へ申し込み

■ぬくもりテラス
10月23日㈯午後1時30分～3時30分／南
平駅西交流センター／ひの筋

きん

体操な
ど

／30人／南平駅西交流センター運営委
員会（野澤☎090-4052-5316）

■癒やしのパステル画を描く会
10月24日㈰午前10時～11時30分／多摩
平の森ふれあい館／荒川（☎080-6643-
6952）

先着順で掲載します。2度目以降の掲載は
前回掲載日の3カ月後から受け付けます。
■ひの時事英語会
毎週土曜日午前10時30分～正午／百草
図書館な

ど／英字新聞などを読みイギ
リス人講師とディスカッション／10人
／月4,000円／初

はつ

海
うみ

（☎042-587-6683）
■日野ハーモニカ・アカデミー
毎月第1・第3金曜日午後6時30分～8時
30分、第4金曜日自主練／中央公民館
な

ど／月2,500円※指導あ
り／鈴木（☎

090-8104-2229）
■着付け講座①遊

ゆう

着
き

会②着
き

楽
らく

会
①毎月第1・第3水曜日②毎月第2・第4
水曜日／午前9時～正午／新町交流セ
ンターな

ど／①②月2,000円※会場費別
途。指導あ

り／着物一式持参／由良（☎
090-6534-3535）

■フラワー・プランティエ～お花で心い
やされませんか
毎週火曜・金曜日午後1時～3時※体験
レッスン随時、日時は応相談／会員宅

（上田）など／フラワーアレンジメント／
女性対象（お子さま連れから年配の方
まで）／入会金1,000円、月6,000円（2回）
※指導あ

り／大西（☎080-1122-6086）
■オカリナ・ポピー
①毎月第2・第4水曜日午前10時～11時
30分②毎月第1・第3水曜日午前10時～
11時30分／平山交流センターな

ど／各5
人／1レッスン1,500円から※指導あ

り／
秋月（☎090-9814-5646）

■フラダンスサークル～メレラニ
毎月第2・第4日曜日午後1時～2時30分
／南平駅西交流センターな

ど／初心者か
ら対象／11人／月2,000円※会場費別
途。指導あ

り／津軽（☎090-8815-9551）
■ゴスペル大好き倶楽部
毎月第3日曜日午前10時～11時30分／
湯沢福祉センターな

ど／中学生以上対
象／月2,000円※中学・高校生無料。
指導あ

り／道廣（☎080-5437-1123）
■ことぶき書道の会
毎月第1・第3火曜日午後1時30分～3時
30分／中央福祉センターな

ど／初心者歓
迎／入会金500円、月2,500円※その他
実費・指導あ

り／久
く

世
せ

（☎042-585-2116）
■俳句サークル～百草俳句会
毎月第2木曜日午後1時～4時／百草図
書館な

ど／初心者歓迎／月500円※指導
あ
り／植山（☎090-8087-6689）

■楽しい曲で体をゆるめる～リズムゆる
体操
①毎週月曜日午後2時から②毎週火曜
日午前10時から／①平山交流センター
な

ど②湯沢福祉センターな
ど／月3,000円

／渡辺（☎090-2236-1916）

22 23広報ひの　令和3年10月号 広報ひの　令和3年10月号



コンビニ

文

関根クリニック
（内・呼・循・皮科）
多摩平3-12-3クレセントハイツ1階
☎042-843-2383

10月17日㈰

11月3日㈷

10月10日㈰

10月31日㈰10月24日㈰

至
八
王
子

中央線

スーパー

中央図書館

南口 至
八
王
子

中央線

スーパー

中央図書館

南口

必ず保険証をご持参ください
※来院の際は電話連絡を

二中

市立病院

JR中央線 至日野至八王子
豊田駅

多摩平交番前

多摩平五丁目

日野二中入口

ショッピング
モール

駅
園
草
百
至

消防署

京王線

至多摩動物公園駅

高幡不動駅

モノレール高幡不動駅
至新井橋

高幡不動尊

（歩行者のみ）

休日診療医

にしくぼクリニック
（外・胃・内科）
石田2-9-21
☎042-589-3532

※混雑状況により診療までお待ちいただくことや、午後の診療時間が変更になる場合があります。
　また駐車スペースも限られています。ご了承ください

10月3日㈰

受診前に必ず医療機関へ電話連絡を

歩道橋
北野街道

コンビニ

GS

南平小

至南平駅 京王線

至聖蹟桜ヶ丘

もぐさ園三沢台診療所
（小児・内・外科）
三沢2-12-13
☎042-592-0466

さいとう内科クリニック
（内・消科）
南平4-10-4 2-B
☎042-591-0100

診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時

望月医院
（内・外科）
多摩平6-31-4
☎042-581-0504

小松医院
（内・小児科）
多摩平4-9-1
☎042-581-0474

康明会病院
（内科）
豊田2-32-1
☎042-584-5251

いしかわ内科医院
（内・循内科）
豊田4-34-7オーチャード1階
☎042-589-2244

救急病院10月宿日直予定表

■花輪病院

■市立病院

昼：午前9時～午後5時　夜：午後6時（土曜・日曜日、祝日は午後5時）～午前8時30分（土曜日、祝前日は午前9時）

※まずはお電話を　昼：午前8時30分～午後5時　夜：午後5時～午前8時30分

お願い　市立病院の土曜・日曜日は大変混雑しています。急病の患者さまやかかりつけ医紹介の患者さまの診療を中心に行っています。ご理解とご協力をお願いします。
※市立病院小児科は東京都の休日・全夜間診療体制のもと救急車・紹介などの対応を常時行っています

☎042-582-0061

☎042-581-2677

電話相談
♯8000 03-5285-8898

救急診療

保健師・看護師（必要に応じて
小児科医）などによる

内＝内科、外＝外科、耳鼻＝耳鼻咽喉科、整形＝整形外科、
泌尿＝泌尿器科、眼＝眼科、皮膚＝皮膚科、脳外＝脳神経外科

プッシュ回線の固定電話 プッシュ回線以外の固定電話、携帯、
スマートフォンなど

○子供の健康・救急に関する相談　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後6時～翌朝午前8時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前8時～翌朝午前8時

※診療科目は変更される場合があります。事前に東京消防庁救急相談センター（♯7119）へ問い合わせを

休日準夜診療所
（内科・小児科）
多摩平3-1-12医師会館1階
☎042-584-1661※土曜･日曜日､祝日午後7時30分～
10時30分。受け付けは午後10時20分まで

平日準夜こども応急診療所
（小児科※中学生まで）
高幡1011（福祉支援センター内）
☎042-592-9940※水曜･木曜･金曜日（祝日を除く）午
後7時30分～10時30分。受け付けは午後10時20分まで

休日歯科応急診療所
高幡1011（福祉支援センター内）
☎・ 042-594-2111※日曜日､祝日午前9時～午後4時

1006854ID

1002357ID

1002359ID
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日野駅北

日野保育園
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線
央
中

コンビニ

堀井内科クリニック
（胃・内科）
多摩平2-5-3豊田パールハイツ1F
☎042-589-0730

あきのこどもクリニック
（小児・小児アレ科）
栄町1-5-11ウエストメゾン1F
☎042-581-2525

みぞべこどもクリニック
（小児科）
高幡507-4リーデンススクエア高幡不動
☎042-592-2311

京王平山クリニック
（内科）
平山2-37-8
☎042-592-5111
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東京版 救急受診ガイド

東京消防庁救急相談センター
《24時間医療機関案内》

▶東京都保健医療情報センター

病院？救急車？迷ったら

日野消防署　☎042‒581‒0119
豊田出張所　☎042‒582‒0119
高幡出張所　☎042‒592‒0119

ひ ま わ り ☎03－5272－0303
外国人専用 ☎03－5285－8181

（午前9時～午後8時）

つながらない場合は
♯
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広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。

広告欄

得する街のゼミナール「日野まちゼミ」のご案内
　まちゼミとは…お店の人が講師となって、専門店ならではの「専門知識」「プロのコツ」「お役立ち情報」など
を無料で教えてくれる街の中のゼミナール。略して「まちゼミ」。時間は1～2時間です。「日野まちゼミ」は今回
で9回目です。「日野まちゼミ」の受講者からのアンケート結果から満足度は非常に高く、最近では90％を超えて
います。興味のあるテーマを見つけて、この機会にぜひご参加ください。
日 10月1日㈮～ 11月30日㈫￥原則無料※材料費などがかかる場合あり他セミナーを実施する店舗名とテーマな
ど、日野まちゼミの詳細は、商工会 HPまたはパンフレット(セミナー開催店、日野市商工会、日野市役所、七
生支所、交流センター、図書館、PlanT、多摩信用金庫、さわやか信用金庫で配布)をご覧ください。申 9月17
日㈮から受付はゼミナールを開催する各店舗（電話・メール・QRコード）へ問日野市商工会(☎042-581-3666)

市役所1階　市民相談窓口で受け付ける相談 問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

法律相談（多重債務含む）

4日㈪・25日㈪午後1時30分～ 4時
5日㈫・19日㈫・26日㈫午前9時30分～
午後4時
12日㈫午前9時30分～正午
※相談時間30分。月曜日から次週分の
予約受け付け。11月1日㈪・2日㈫は10
月25日㈪から予約を

土曜法律相談 16日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。4日㈪から予約を

相続・遺言等
暮らしの書類作成相談

1日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。9月30日から予約を

※ 市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日（祝日を除く）の午前8時30
分～午後5時15分に受け付け。予約などの受け付けは電話で午前8時
30分から（先着順）

10月に開催するくらしと行政「総合市民相談」は、7ページをご覧く
ださい。

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

市長相談

25日㈪午前9時30分～11時30分※日程変更・中止の
場合あり。相談時間30分
場南平駅西交流センター
申 10月1日㈮～7日㈭に電話※土曜・日曜日を除く。
事前に相談内容を詳しくお伺いします
問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

子どもの虐待
相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問虐待相談電話（☎042-599-5454）

妊婦・乳幼児
健康相談（11
月実施分も掲
載）

さかえまち児童館
10月4日㈪午前
みさわ児童館
10月19日㈫午前
生活・保健センター
10月29日㈮午前、11月26日㈮午前
あさひがおか児童館　
11月8日㈪午前
申時間予約制。開催前月の3日から開催日の前日ま
で（土曜・日曜日を除く）に電話※定員あり
問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

子ども家庭
総合相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問同センター（☎042-599-6670）

創業相談
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1・第2・第4水曜日午後1時～5時、第3水曜日午後
5時～9時※電話予約制。相談時間1時間
問産業振興課（☎042-514-8442）

消費生活相談
生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前9時30分～正午、午後1時～4時
問消費生活センター（☎042-581-3556）

福祉オンブズ
パーソン苦情
相談

市役所1階市民相談室など
5日㈫・19日㈫午前9時15分～11時30分、15日㈮・29
日㈮午後2時15分～4時30分※いずれも事前予約制
問福祉政策課福祉オンブズパーソン担当（☎042-514-8469）

子育て相談

地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」
月曜日を除く毎日午前9時30分～午後5時 ☎042-589-1262
地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
火曜日を除く毎日午前9時30分～午後4時30分 ☎042-586-1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-586-1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-585-8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-592-6888

健康相談・生
活習慣病予防
食生活相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時（電話予約）
問健康課（☎042-581-4111）

人権身の上相
談（子どもの
相談含む）

休止｡ みんなの人権110番(電話相談)をご利用くださ
い(☎ 0570003110※土曜･日曜日､ 祝日を除く午前
8時30分～午後5時15分)
問平和と人権課（☎042-584-2733 FAX 042-584-2748）

ひとり親家庭
相談

市役所2階セーフティネットコールセンター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分（原則
予約制）
問セーフティネットコールセンター（☎042-514-8546）

女性相談

男女平等推進センター（多摩平の森ふれあい館）
毎月第1～第4火曜日午後6時～9時、毎月第1～第4水
曜日午前9時45分～午後4時、毎月第1・第3金曜日午
後1時30分～4時30分
※予約制（電話・ファクス・窓口）。どなたでも可。
手話・保育あり（10日前までに予約）
問平和と人権課（☎042-587-8177 FAX 042-584-2748）

発達・教育
相談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時、第4日曜日午
前9時～午後5時
☎042-589-8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-514-8028（子どものこころ電話相談）

障害を理由と
する差別に関
する相談

障害福祉課
月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分
☎042-514-8991 FAX 042-583-0294
エール（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-589-8877 FAX 042-514-8740
自立生活センター日野
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-594-7401 FAX 042-594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日午前9時30分～午後5時30分
☎042-591-6321 FAX 042-599-7203
やまばと
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-582-3400 FAX 042-582-3302

民間賃貸住宅
（アパートな
ど）入居相談

毎週木曜日午後1時～5時
市役所会議室（電話相談可）※電話予約制（各日先着4組）
申日野市社会福祉協議会（☎050-3537-5765）
問都市計画課（☎042-514-8371）

【事業者向け】
中小企業診断
士個別相談

日土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～正午と午後
1時～5時※1人1時間
場日野市商工会館（多摩平）、市役所1階市民相談窓口
内経営・補助金申請など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
社会保険労務
士個別相談

日第1・第3水曜日午後1時～5時
場日野市商工会館（多摩平）
内雇用調整助成金・労働関係など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
弁護士による
経営相談

日申し込み後に調整
場日野市商工会館（多摩平）
内債権回収など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

10月の市民相談

振  袖
はかま

日野市内での 着付けで 楽々
品揃え 常時 200 点 以上

日野市栄町 2-1-31　☎日野 581-8116

京秀 LaLa 振袖館

LaLa 衣裳店高幡不動店

七
五
三⇩

七五三HP

日野市高幡 3-5 の 2 階　お問合せは HP から

新OPEN

まち
ゼミ
まちまち
日日
まちまちまちまちまちまち
野野

第９回

26 27広報ひの　令和3年10月号 広報ひの　令和3年10月号



コートに輝く笑顔
東京2020パラリンピック バドミントン　　　　 メダリスト　山崎悠麻選手
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代表☎

掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

日野市在住の山崎悠麻選手がメダル獲得
高齢者インフル・肺炎球菌ワクチン予防接種
新型コロナウイルスワクチン接種　など
日野市の子育て情報
ミニバスは「通し運賃」で乗り継ぎ　など
みんなのメモ帳
休日診療医、救急診療、救急病院宿日直予定表
10月の市民相談
（仮称）子ども包括家庭支援センター愛称募集　など

2
3
4
16
19
22
24
26
28

スポーツ、税金
新型コロナ、子ども、高齢者、
障害のある方、講座
お知らせ
しごと
催し・イベント
健康・検診

8
10

12
13
14
15

目次 9月17日時点の情報に基づき作成しています

市政のお知らせ・催し

写真：アフロスポーツ

別冊特集 ごみ情報誌 エコー

広報Hino City Public Relations

SDGs IN ACTION HINO
TRANSFORMING OUR WORLD

SDGs未来都市 日野

月号令和３年
(2021年)

令和3年10月1日発行　第1510号

10

令和3年9月1日現在
※(　 )内は前月比日野市

の人口 1004620ID

1017629ID

うち外国人
人口
男
女
世帯

全体
3,256人
1,616人
1,640人
2,522世帯

187,240人
93,679人
93,561人
91,673世帯

（－28）
（－41）
（＋13）
（＋25）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

123人
159人

－36人

678人
666人
－4人
＋8人

人口増減
の内訳
（8月）

「広報ひの」にご意見をお寄せください 問市長公室広報担当（☎042-514-8092）
　〒191-8686日野市役所4階市長公室広報担当（ 042-581-2516　 kouhou@city.hino.lg.jp）へアンケート用紙（8月1日
号10ページにあり。市役所1階市民相談窓口・4階市長公室広報担当にもあり。市  　から　　　 可）を郵送、持参、ファク
ス、EメールまたはLINE（QRコードから。LINEでの回答は友だち登録が必要）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く

FAX
HP ダウンロード

▲LINE

申

（仮称）日野市子ども包括支援センターの
愛称を募集します

里親月間～養育家庭体験発表会

問 �子ども家庭支援センター（☎042-599-6670）

問 �市子ども家庭支援センター（☎042-599-6670）、八王子児童相談所（☎042-624-1141）

1017360ID

1017923ID

　（仮称）日野市子ども包括支援センター
とは、すべての子どもの健やかな成長を
切れ目なく支援する、子ども・家族・地
域の子育て機能の総合支援拠点です。市
民の皆さまに広く親しんでいただける愛
称を募集します。
対 市内在住・在勤・在学者他一人2点まで応募可申 10月1
日㈮～22日㈮（必着）に下表の3施設へ応募用紙（同3施

設、市内児童館、市内子
育てひろばにあり。市 HP

から ダウンロード 可）を郵送、
持参、応募箱へ投函また
は右記QRコード
から

　10・11月は「里親月間」。親元で暮らすことのできない子どもを一定期間預かり、育てるのが養育
家庭（里親）です。多くの方に「養育家庭制度」を知っていただけるよう、養育家庭の方のお話を直接
聞くことができる発表会を開催します。
日 10月19日㈫午後2時～4時場 ひの煉瓦ホール（市民会館）内

養育家庭の里親・元里子による体験発表、講師による基調
講演定 申込制で100人講 渡邊守氏（NPO法人キーアセット代
表）申 10月1日㈮～18日㈪に電話（☎042-599-6672）またはE
メール（ hohoemi@city.hino.lg.jp）で。件名に「養育家庭
体験発表申込」、本文に氏名と連絡先を記入

▶（仮称）日野市子ども包括支援セン
ターのポイント

 子育て支援の充実 
・子育てひろばの新設
・子育て世代の悩み事に対する相談
機能の整備

・出生前から18歳まで、子育てに関
するさまざまな手続きや支援など
のワンストップ化

 中学校卒業後の支援 
　中高生なんでも相談や専用フリー
スペースなどを設置

令和
5年2月
開設予定

子ども家庭支援センター 〒191-0031�高幡1009-4
京王アンフィール高幡3階

地域子ども家庭支援センター
多摩平「はぴはぴ」

〒191-0062 多摩平2-9
多摩平の森ふれあい館2階

地域子ども家庭支援センター
万願寺「にこにこ」

〒191-0024 万願寺2-24-7
万願寺タウンビル2階

東京都里親制度PRキャラクター「さとぺん・ファミリー」




