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改×新選組のふるさ
と日野ラッピングタクシー運行
延長～市内ラッピングタクシー
事業者応援特別企画

1015417ID

　ラッピングタクシー実施事業
者を利用した方の中から抽選で、
薄桜鬼キャラクターをデザインし
た乗車記念証9枚セットを50人に
プレゼントします。
日 11月1日㈪～30日㈫内市内タク
シー会社3社（都民交通、日野交
通、南観光交通）に乗り、日野～
高幡不動間を利用申 12月7日㈫
（消印有効）までに〒191-8686日野
市役所産業振興課へ領収書また
はレシート原本を郵送。住所、氏
名、連絡先を記入※申込多数の
場合は抽選他当選者の発表は賞
品の発送をもって代えさせてい
ただきます（12月下旬発送予定）
問産業振興課（☎042-514-8461）

カワセミハウスから
▶写真展「日野の魚たち」

1015120ID

日11月2日㈫午前9時～ 9日㈫午後
8時※8日㈪を除く他写真提供…
鶴田大三郎氏
▶企画展「日野の植物たち」

1015509ID

日 12月3日㈮～5日㈰午前9時～午
後8時※5日は午後4時まで他協力
…日野植物研究グループ
▶工作教室「木の実でつくろう！」

日 12月4日㈯午前10時～11時対お
おむね5歳以上の方※未就学児
は保護者同伴定申込制で先着10
人申 11月4日㈭から電話※月曜日

を除く午前9時～午後5時15分他

協力…ひのどんぐりクラブ
　いずれも場・問カワセミハウス
（☎042-581-1164）

日野市表彰式
1000576ID

　日野市の市制施行（昭和38年）
記念日に当たる11月3日「文化の
日」に、市民生活と文化の向上に
貢献された方々の功績をたたえ、
日野市表彰式を行います。
　受章者は、各分野から推薦さ
れた22人と、1団体です（敬称略・
順不同）。なお、一般の方は参加
できませんのでご了承ください。
�個人�▶市民自治功労…石原洋
一（多摩平）、有賀信夫（多摩平）、
滝容子（日野台）、橋本保子（日野
台）▶防災功労…小島忠夫（大坂
上）▶交通安全功労…土方政江
（南平）、林睦子（南平）▶生活文化
功労…山下和美（落川）▶社会福
祉功労…清水渡（大字日野）、後
藤秀子（大坂上）、戸丸久惠（南
平）、坂本那江（栄町）▶保健衛生
功労…石塚康人（八王子市）、久
木元延宏（高幡）▶環境保全功労
…小倉紀雄（平山）、小野寺勲（日
野本町）▶社会教育功労…北島季
彦（大坂上）、野崎賀一（日野本町）
▶青少年育成功労…片野静枝（落
川）▶農林水産功労…阿川良一
（平山）、清水良夫（大字宮）▶技能
功労…関谷初枝（八王子市）
�団体�▶文化事業功労…光バン
ド（旭が丘）
問総務課（☎042-514-8128）

第61回日野市都市計画
審議会 1018120ID

日 11月8日㈪午後2時から場市役

所5階505会議室内付議予定案件
…日野都市計画生産緑地地区の
変更・特定生産緑地の指定定申
込制で先着3人申11月2日㈫～5日
㈮午後1時に電話またはEメール
（ tosikei@city.hino.lg.jp）

問都市計画課（☎042-514-8354）

京王百草園紅葉まつり

日 11月13日㈯～12月5日㈰他紅葉
の色づき状況は、京王百草園HP

参照場・問京王百草園（☎042-591-
3478）

平和派遣事業報告会・被爆体
験伝承者による平和講
話会 1017885ID

日 11月14日㈰午後2時30分～4時
30分場多摩平の森ふれあい館定

申込制で先着40人他 1歳～未就
学児先着4人の保育、手話通訳あ
り※11月4日㈭までに電話またはフ
ァクスで申し込み申11月10日㈬午
後5時までにQRコードのフォー
ムまたは電話問平和と人権課（☎
042-584-2733� FAX 042-584-2748）

日野に在住していた作家山代
巴を学ぶ～映画『荷車の歌』の
上映とお話

1018151ID

日 11月20日㈯午後1時30分～4時
場多摩平交流センター定申込制
で先着25人申 11月4日㈭午前9時
から電話問 郷土資料館（☎042-
592-0981）

ひの・たまガイドウオ
ーク 1015589ID

日Aコース…11月20日㈯、Bコー
ス…21日㈰内Aコース…日野の

浅川・多摩川沿いと聖蹟桜ヶ丘
駅周辺の有名映像作品のロケ地
を巡る旅、Bコース…紅葉の百草
園と聖蹟桜ヶ丘駅周辺の観光地と
ロケ地を巡る旅、定申込制で先
着各20人他詳細は市 HP 参照申

11月2日㈫午前10時～10日㈬にひ
の・たま観光連携事業事務局（㈱
JTB東京多摩支店内）（☎042-521-
5550）へ電話問産業振興課（☎042-
514-8461）
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友
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カフェ～ LGBT とその
家族・友人のためのコミュニ
ティースペース

1016631ID

日 11月21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※直接会場へ対当事者、親
族、支援者など他人数制限する
場合あり問平和と人権課（☎042-
584-2733）

2021 ひの まなびの
まつり 1018305ID

日11月21日㈰午後1時～4時30分場

①多摩平交流センター②You�
Tube（オンライン配信）内「日野ま
なびあいプラン」の進捗状況につ
いて、ひの21世紀みらい塾の紹介
など定①申込制で先着30人申11
月17日㈬までにEメール（ sgaku
syu@city.hino.lg.jp）または電話で。
氏名、電話番号、参加方法（会場
またはオンライン）を記入問生涯
学習課（☎042-514-8765）

11月・12月の自然観察会 
▶秋深まった七生公園の紅
葉を訪ねよう 1007973ID

日 11月27日㈯午前9時30分京王線
多摩動物公園駅前集合、午後0時

30分南平駅前解散※雨天中止対

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）他案内…日野みどりの推進
委員申 11月4日㈭～12㈮に電話
▶クリスマスリースとしめ
縄作り� 1010285ID

日 12月4日㈯午前9時30分～午後
0時30分場カワセミハウス講石
坂亜紀氏（石坂ファームハウス）
定申込制で先着20人￥ 1人当た
り300円（材料費）申 11月15日㈪～
12月3日㈮に電話
　いずれも問緑と清流課（☎042-
514-8307）

名作鑑賞会～朗読サロ
ン 1018135ID

日12月10日㈮午後1時30分～2時30
分場中央公民館内朗読サークル
「蘭

らん

陀
だ

夢
む

」による朗読会。婿入り
の朝（古川薫作）など定申込制で
先着20人申 11月4日㈭午前9時か
ら電話または来館※月曜日、祝
日を除く問中央公民館高幡台分
室（☎042-592-0864）

ひの煉瓦ホール（市民
会館）から 1000966ID

▶赤レンガプロジェクト
飛火野ジャズフェスティ
バル2021
日 12月5日㈰午後4時30分から￥

2,000円※全席指定申ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）、同オンラインチ
ケットサービス（同会館 HP内）で
販売
▶和太鼓グループ彩-sai-
日野公演
日令和4年1月16日㈰午後3時から
￥ 5,000円※全席指定。当日券は
5,500円申ひの煉瓦ホール（市民会

館）、同オンラインチケットサービ
ス（同会館 HP内）で販売
▶H

エイチ
�ZE

・
T
ゼットリオ
TRIO�LIVE�2022

日野搾り
日令和4年2月12日㈯午後5時から
￥ 6,000円※全席指定申 11月13日
㈯午前10時からひの煉瓦ホール
（市民会館）、同オンラインチケッ
トサービス（同会館HP内）で販売
　いずれも場・問ひの煉瓦ホール
（☎042-585-2011）

第15回たかはたもみじ
灯路を延期 1014929ID

11月22日㈪・23日㈷に開催を
予定していた「たかはたもみじ灯
路」は、次年度へ延期します。
問たかはたもみじ灯路実行委員
会事務局（日野市観光協会☎042-
586-8808）、市産業振興課（☎042-
514-8461）

歳末たすけあいバザーを中止
12月の日曜日に開催を予定し

ていた「歳末たすけあいバザー」
は中止します。
問日野市社会福祉協議会（☎042-
582-2319）

しごと

ものづくり体験入校
1008142ID

メカトロニクス科によるコン
ベア装置制御の体験入校です。
日 12月4日㈯午前9時45分～正午
対入校を検討している17～35歳
の方※初心者歓迎定申込制で先
着10人申 11月15日㈪から多摩職
業能力開発センター HPの申し込
み手順によりEメール場・問同セン
ター八王子校（☎042-622-8201）
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