
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

商店会どっと混む！商店会を
応援しよう
1009729ID

▶高幡不動商店会謝恩福引サマー
セール
日 7月3日㈰まで場高幡不動商店
会内内抽選会、ふれあいギャラ
リー問堀内（☎042-591-3327）
▶高幡不動参道会～七夕まつり
日 7月2日㈯場高幡不動参道通り
内よさこい踊り、歌謡ショー、
抽選会問峯岸（☎080-9804-8244）
　いずれも他詳細は各商店会に
ご確認を問市産業振興課（☎042-
514-8442）

市民文化祭参加者募集
1012151ID

▶市民合唱祭
内 1団体7分以内対市内在住・在
勤者で構成する団体￥連盟費
2,000円、団体参加費3,000円、個
人参加費600円申 7月10日㈰まで
に浜田（☎090-9153-8753）へ電話
▶箏曲・尺八演奏会
申 7月9日㈯までに吉田（☎042-58
3-3242）へ電話
　いずれも問文化スポーツ課（☎
042-514-8462）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー
1019962ID

日 7月16日㈯午前9時豊田駅南口
階段下集合、正午平山城址公園駅
解散※雨天中止内コース…清水
堀と旧道のまち並み～八幡神社
下湧水～豊田用水上流～平山橋
（約4㌔）対市内在住者※小学生は

保護者同伴定申込制で先着20人
申 7月4日㈪午前9時から電話問
緑と清流課（☎042-514-8309）

虹友カフェ
1016631ID

日 7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※直接会場へ内 LGBTとそ
の家族・友人のためのコミュニ
ティースぺース対当事者、親族
または支援者問平和と人権課（☎
042-584-2733）

夜の図書館特別ワークショッ
プ＆バックヤード
ツアー 1019817ID

日 7月23日㈯午後5時～7時30分内
図書館のこれからを考えるワー
クショップ、バックヤードツアー
対市内在住者※小学生以下は保
護者同伴定申込制で先着15人申 7
月7日㈭午前10時から電話場・問
中央図書館（☎042-586-0584）

7月の自然観察会～昆虫博士
と夜の雑木林を体験
1019869ID

日 7月23日㈯午後6時30分南平丘
陵公園管理棟前集合、午後8時同
所解散※雨天時は室内で学習会
講川那部真氏（昆虫博士）対小学
生以下は保護者同伴定申込制で
先着20人申 7月6日㈬午前9時～22
日㈮に電話問緑と清流課（☎042-
514-8307）

百草・倉沢エコミュージアム
事業～考古学を体験してみよ
う・土器の水洗い体験
1019871ID

日 7月23日㈯、8月13日㈯・27日㈯

午後2時15分～3時45分場 真慈悲
寺調査・研究センター（百草）対
小学3年生以下は保護者同伴 定

申込制で各日先着10人申 7月6日
㈬午前10時から電話問ふるさと
文化財課（☎042-583-5100）

新選組のふるさと歴史館  
夏の企画展
1019872ID

▶小学生から楽しめる企画展！
　クイズDE新選組と日野
日 7月23日㈯～9月11日㈰午前9時
30分～午後5時※月曜日を除く。
入館は午後4時30分まで￥ 入館
料200円※小・中学生50円
▶天然理心流体験講座
日 8月6日㈯午前10時～11時、午
後1時～2時内講師による実演と
体験講井上雅雄氏（井上源三郎
子孫）対小・中学生※小学3年生
以下は保護者同伴定申込制で各
回先着8人申 7月16日㈯午前9時か
ら電話
　いずれも場・問 新選組のふる
さと歴史館（☎042-583-5100）

七生中地区青少年育成会　
夏休みラジオ体操
1009431ID

日 7月25日㈪～30日㈯午前7時10
分～7時40分場七生中校庭※雨天
中止対小学3年生以下は保護者同
伴問同会（宮下☎042-592-4663※
午後8時以降）

夏休みごみ探検隊
ごみ処理施設見学会
1019843ID

日 8月2日㈫～4日㈭午前9時～正
午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

施設対小学4～6年生と保護者定
申込制で各日先着30人申 7月20日
㈬から電話問施設課（☎042-581-
0443）

ごみのゆくえを知ろう！
夏休み処分場見学会
1019876ID

日 ①8月4日㈭午前8時45分JR八
王子駅南口集合、午後5時30分同
所解散②8月18日㈭午前9時JR三
鷹駅北口集合、午後6時25分同所
解散③8月23日㈫午前8時45分立
川北口公園付近集合、午後5時20
分同所解散内コース…二ツ塚処
分場、谷戸沢処分場など対小学
生は保護者同伴定申込制で各日
20人※申込多数の場合は抽選。
結果は7月25日㈪以降通知￥ 1人
500円（昼食代）申 7月20日㈬（必着）
までに〒190-0181日の出町大字
大久野7642東京たま広域資源循
環組合「夏休み処分場見学会」係
へはがきまたは上記QRコードか
ら。「夏休み処分場見学会参加希
望」と明記の上、参加者全員の氏
名（ふりがな）、年齢、住所、電話
番号、参加希望日を記入問同組
合（☎042-597-6152）

こんにちは！ サイエンス  
変形菌の不思議な世界
1019850ID

日①8月6日㈯②13日㈯午後1時30
分～3時30分内①変形菌の解説、
観察②採取体験、標本作り講今
村知世子氏（日本変形菌研究会
員）対小学4年生以上の方定申込
制で各日先着20人 申 7月5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）

観察会～川の生きものをさが
そう！
1019968ID

日 8月11日㈷午前9時30分百草園
駅集合、正午程久保川多摩川合
流点付近解散※雨天中止講日野
の自然を守る会定申込制で先着
15人※小学生以下は保護者同伴
他 詳細は市 HP参照申 7月9日㈯
から電話 問カワセミハウス（☎
042-581-1164※月曜日（祝日の場
合は翌平日）を除く）

旬の味覚！ブルーベリーの摘
み取り
1003570ID

　ブルーベリーの収穫期は7月下
旬～9月上旬が旬です。開園日時
など詳細は各園へお問い合わせ
ください。

問 JA東京みなみ日野経済店（☎
042-583-5670）、市都市農業振興
課（☎042-514-8447）

高齢者

シルバー人材センター入会案
内説明会
日①7月7日㈭②20日㈬いずれも
午前10時～正午場①生活・保健
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①
25人②30人申電話問日野市シル
バー人材センター（☎042-581-
8171）

令和4年度介護保険料決定通
知書を7月中旬に送付
1003623ID

　7月末までに届かない場合は、
お早めにご連絡ください。
内令和4年度の保険料額や納付
方法対 65歳以上の方他保険料を
納めないでいると、介護サービ
ス利用の際に、支払い方法や自
己負担に変更が生じる場合があ
るためご注意を問 高齢福祉課
（☎042-514-8509）

スマートフォン使い方
講座 1019678ID

日 ①7月27日㈬午前10時～正午
②27日㈬午後2時～4時③29日㈮
午後2時～4時④8月2日㈫午後2時
～4時場①平山交流センター②
多摩平交流センター③中央福祉
センター④落川交流センター内
スマートフォンの基本操作など講
㈱アミュー対おおむね60歳以上
の方定申込制で先着①②③30人
④20人申 7月5日㈫午前9時から電
話※月曜日、祝日を除く問中央公
民館（☎042-581-7580）

農園名・所在地 電話番号

丸東園（新井2-24-9） ☎042-584-2866
☎090-2936-8576

石坂園芸（万願寺4-21-11）☎042-581-7574
日清園（神明4-19-7） ☎080-5009-3868
和田ブルーベリー園
（新町4-19-1）

☎090-7191-0648
☎042-581-6229

ブルーベリー福島
（新町5-3-7） ☎090-3085-4129 

阿川園（東平山3-6-5） ☎042-593-4841
石坂ファームハウス
（百草672-1） ☎090-2910-6506

日向園（百草722～723） ☎042-591-0950
☎080-1262-9028

由木農場（百草1072） ☎042-591-2961
☎090-3503-1061

石坂農園（落川2015-1） ☎042-591-3592
☎080-5094-7013
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