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催し・イベント

第20回ひのよさこい祭を次年
度以降に延期
1020288ID

　新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、感染拡大防止、
安全確保を最優先に考慮した結
果、10月に開催予定の第20回ひの
よさこい祭は、次年度以降へ延
期します。
問同祭実行委員会事務局日野市
商工会（☎042-5８1-3６６６）、市産業
振興課（☎042-514-８4６1）

スマホ個別相談会in多摩平
日 9月22日㈭午後1時30分からと
午後2時30分から※1人45分場 多
摩平交流センター定申込制で先
着10人申電話またはEメール（
hino-vc@hinosuke.org）で。氏名、
電話番号、相談内容、スマホの機
種（iPhone、Android、らくらくフ
ォン）を記入問日野市ボランティ
ア・センター（☎042-5８2-231８）

企画展「鎌倉殿の平山
季
す え

重
し げ

」 1019873ID

日 9月10日㈯〜12月4日㈰午前9時
〜午後5時※月曜日を除く。月曜日
が祝日の場合は翌平日休館場・問

郷土資料館（☎042-592-09８1）

菜
さ い

園
え ん

ス　コミュニティ
1020201ID

日 9月15日・29日、10月６日・20日、
11月10日、12月1日・15日※いずれ
も木曜日午前10時〜11時30分（全
7回）内キャベツ、白菜などの菜園
対家庭菜園未経験の市内在住者
※乳幼児の同伴可定申込制で先

着10人程度申 9月3日㈯午前9時
から電話または来館※月曜日、
祝日を除く場・問中央公民館高
幡台分室（☎042-592-0８６4）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー
1007770ID

日 9月17日㈯午前9時京王線高幡
不動駅北口階段下集合、正午百
草園駅解散※雨天中止内コース
…向島用水〜新井用水（約4㌔）
対市内在住者※小学生以下は保
護者同伴定申込制で先着20人申

9月5日㈪から電話問緑と清流課
（☎042-514-８309）

9月の自然観察会～初秋の百
草・倉沢を訪ねよう
1020238ID

日 9月17日㈯午前9時30分百草園
駅前集合、午後0時30分倉沢バス
停前解散※雨天中止講日野みど
りの推進委員対小学生以下は保
護者同伴定申込制で先着20人￥

1家族当たり300円（資料代）申 9月
7日㈬午前9時〜1６日㈮に電話問

緑と清流課（☎042-514-８307）

蚕でつなぐプロジェクト
いっしょに蚕のこと学びませ
んかVer.2
1019827ID

日 ①9月17日㈯②10月1日㈯いず
れも午後1時30分〜3時30分内 ①
繭
まゆ

からの糸取り体験②生糸の品
種改良と蚕

さん

糸
し

試験場講①②柳元
太郎氏（蚕糸の会・日野会長）な
ど②市橋隆寿氏（元農林水産省
蚕糸昆虫農業技術研究所上席研
究官）定申込制で先着20人申 9月
3日㈯午前9時から電話または来

館※月曜日、祝日を除く場・問中
央公民館（☎042-5８1-75８0）

筆文字のコツ
筆文字なんて怖くない
1020242ID

日 9月21日㈬、10月5日㈬・19日㈬
午後2時〜4時講 小熊廣美氏（書
道家）定申込制で先着15人￥ 3回
500円（材料費）申 9月3日㈯午前9
時から電話または来館※月曜日、
祝日を除く場・問中央公民館（☎
042-5８1-75８0）

多摩の魅力再発見！巡ろう！京
王4市サイクルワード
ラリー 1020389ID

日 9月23日㈷〜30日㈮場日野市、
府中市、多摩市、稲城市内シェ
アサイクルや自分の自転車を使
って、各市内に2カ所ずつ（計８カ
所）設置された「チェックポイン
ト」でキーワードを入手。発見し
たキーワードを台紙に記入し、各
市に設置された報告所へ持参し
た方に、記念品をプレゼント問

産業振興課（☎042-514-８4６1）

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 1020246ID

日・内縄文土器の分類・接合…9
月24日㈯、拓本…10月22日㈯、11月
2６日㈯※いずれも午後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 9月7日㈬午前10時から電話
問ふるさと文化財課（☎042-5８3-
5100）

オンリーアート工作
1020065ID

日 9月24日㈯、10月22日㈯、11月
2６日㈯、12月24日㈯午前10時〜正
午（全4回）内 近所で拾った小枝
などで動物などを作る対市内在
住・在勤・在学者定申込制で先
着10人申 9月3日㈯午前9時から電
話または来館※月曜日、祝日を
除く場・問中央公民館高幡台分
室（☎042-592-0８６4）

商店会どっと混む! 商店会を
応援しよう～オクトー
バーフェスタinたまだ
いら 1009208ID

日 10月1日㈯場多摩平第七公園
内模擬店、アマチュア団体によ
るバンド演奏など他開催日時や
内容が変更になる場合あり。事
前に問い合わせを問豊田北口商
店連合会（梅田☎042-5８６-６150）、
市産業振興課（☎042-514-８442）

不安とストレスに悩まない7
つの習慣Withコロナ
の時代に 1020227ID

日 10月８日㈯午後2時〜4時講中村
智子氏（キャリアコンサルタン
ト、さんさん会代表）定申込制で
先着20人申 9月3日㈯午前9時から
電話または来館※月曜日、祝日
を除く場・問中央公民館（☎042-
5８1-75８0）

特別巡回　ラジオ体操・みん
なの体操会
1020274ID

日 10月1６日㈰午前６時から※荒天
中止場市民陸上競技場講鈴木大
輔氏（体操指導）など定申込多数
の場合は抽選申 9月1６日㈮（必着）

までに〒150-８６８1渋谷郵便局留
「ラジオ体操イベント運営事務
局」巡回ラジオ体操参加申込係へ
郵送またはラジオ体操ポータル
サイトで。会場名（市民陸上競技
場）、開催日、申込代表者の郵便
番号・住所・氏名・連絡先、参
加人数（最大６人）を記入問同事
務局（☎03-６427-1６10）

日野市核兵器廃絶・平和都市
宣言40周年イベント
第2回 1020266ID

日 10月1６日㈰午後2時〜4時場市
役所5階505会議室内核兵器廃絶
と平和な市民生活を願う宣言に
ついて考える定申込制で先着30
人程度申QRコード、電話または
ファクス問平和と人権課（☎042-
5８4-2733  FAX 042-5８4-274８）

はじまりの読書会
（全5回） 1020175ID

日 ①10月20日②11月17日③12月15
日④令和5年1月19日⑤2月1６日い
ずれも木曜日午前10時30分〜正
午内①「字のない葉書」、「ごはん」
向田邦子②「地獄変」芥川龍之介
③「さがしもの」角田光代④「愛さ
れすぎた白鳥」小川洋子⑤「檸檬」
梶井基次郎講青木笙

しょう

子
こ

氏（読書会
ナビゲーター）対全回参加できる
市内在住・在勤・在学者定申込制
で11人※申込多数の場合は抽選
他事前に作品を読んでから参加
を申 9月2日㈮〜1６日㈮に電話また
は来館※月曜日を除く場・問高幡
図書館（☎042-591-7322）

みんなといっしょの運
動会 1017643ID

日 10月2日㈰午後1時30分〜4時30

分場市民の森ふれあいホール対

市内在住・在勤・在学者定申込
制で先着20人申 9月1日㈭〜1６日
㈮に電話、ファクスまたはEメー
ル（ hino-vc@hinosuke.org）
で。氏名、電話番号、参加方法（参
加者・ボランティア）を記入問日
野市ボランティア・センター（☎
042-5８2-231８  FAX 042-5８2-00８2）

まちづくり市民フェア
2022開催日変更
1020079ID

日 11月13日㈰午前10時〜午後3時
場市民の森ふれあいホールなど
内ブース展示など対市内で活動
する個人・団体申 9月20日㈫まで
に申込フォーム、電話またはEメ
ール（ hino-cagcm@tokyo.
email.ne.jp）問ひの市民活動支
援センター (☎042-5８1-６144)

藝
げ い

術
じゅつ

文化の薫るまちコンサート
プッチーニ×プッチーニ「オ
ペラアリアとグローリ
アミサ」 1000589ID

日 12月1８日㈰午後2時30分から場

ひの煉瓦ホール（市民会館）内第1
部…ソリストによるオペラアリア、
第2部…プッチーニ「グローリアミ
サ」※出演者など詳細は問い合わ
せを￥ S席3,000円、A席2,000円
※全席指定。高校生以下は両席
1,000円他 未就学児の入場不可
申 9月3日㈯午前10時から同ホール
（☎042-5８5-2011）、七生公会堂
（☎042-593-2911）、チケットぴあ
で販売。初日は電話受け付けの
み※保育は12月2日㈮までに申し
込み問NPO法人藝術文化の薫
るまちinひの実行委員会（☎090-
9970-0340）
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