
日 9月10日㈯第1部…午後1時～1時45分、第2部
…午後2時～2時45分※同一内容。いずれかの部
に参加場南平体育館内競技車の乗り方、競技体
験※見学可。見学は申込不要対小学生以上の市
内在住・在勤・在学者定申込制で各部先着20人
他駐車場利用不可申 9月2日㈮午前9時から南平
体育館に電話またはファクスで。氏名、住所、
電話番号、年齢、希望時間帯を記入

問南平体育館（☎042-591-1541 FAX
042-506-7082）、市文化スポーツ課
（☎042-514-8465）

　多摩市公民館と協働で、学びを楽しみながら深める「たま学び
テラス」を実施します。

 多摩市関戸地球大学院 
日・内・講下表の通り。いずれも午後2時～4時場関戸公民館（多摩
市）※①③④⑥はZoom（オンライン）あり申 9月6日㈫午前9時か
ら電話または多摩市 HP受付フォーム

 日野市「ひの市民大学大学連携コース」 
　詳細は後日、市 HPなどでお知らせします。

パラバドミントン強化指定選手が教える
パラバドミントン体験教室

令和4年度
たま学びテラスが始まります
1020257ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

種目 日時 会場

開会式 9月3日㈯ 午後1時30分～ 4時 ひ

美術展
①9月6日㈫
②7日㈬～10日㈯
③11日㈰

①午後1時～5時
②午前10時～午後5時
③午前10時～午後3時

ひ

軽音楽祭 9月25日㈰ 正午～午後4時 ひ

茶会 10月2日㈰ 午前10時～午後3時 ひ

書道展 10月7日㈮～9日㈰ 午前10時～午後5時
※9日は午後3時30分まで ひ

吟詠大会 10月8日㈯ 午前10時30分～午後4時 ひ

音楽の集い（一般） 10月9日㈰ 正午～午後4時 ひ

奇術発表会 10月9日㈰ 午後1時～4時 ひ

いけばな展 ①10月15日㈯
②16日㈰

①午前10時～午後5時
②午前10時～午後3時 ひ

舞踊大会（新舞踊） 10月16日㈰ 午前11時～午後4時 ひ

市民合唱祭 10月22日㈯ 午前11時～午後5時30分 ひ

民謡大会 10月23日㈰ 午前10時～午後4時 ひ

種目 日時 会場

フォークダンス大
会 10月23日㈰ 午前11時30分～午後3時

30分 ふ

菊花展 10月29日㈯～11月8
日㈫ 午前9時～午後4時 日

フラ・ハワイアン 10月30日㈰ 午後1時～4時 ひ

音楽の集い（学生） 11月3日㈷ 午前11時～午後4時 七

中学校演劇発表会 11月3日㈷ 午後0時30分～4時 ひ

吹奏楽祭 11月5日㈯ 午後1時30分～ 6時 ひ

ボーイ・ガールス
カウト野外体験会 11月6日㈰ 午前10時～午後3時 仲

カラオケ大会 11月6日㈰ 正午～午後4時 ひ

漢詩展 11月10日㈭～13日
㈰

午前10時～午後4時30分
※13日は午後3時30分まで ひ

筝曲・尺八演奏会 11月13日㈰ 午前11時～午後4時 ひ

陶芸展 11月18日㈮～20日
㈰

午前10時～午後5時
※20日は午後4時まで ひ

大正琴演奏会 11月23日㈷ 午前11時30分～午後3時 ひ

第60回 日野市民文化祭 1012088ID

問文化スポーツ課（☎042-514-8462）

ひ ひの煉瓦ホール（市民会館）、七 七生公会堂、ふ 市民の森ふれあいホール、日 日野中央公園、仲 仲田の森蚕
さん

糸
し

公園

日程 内容 講師

① 10月7日㈮ ⑴男子新体操の世界⑵楽しい美
しいラジオ体操 山田小太郎氏（国士館大）

② 10月13日㈭ なぜ強い、ルイ・ヴィトン 桑島由芙氏（大妻女子大）

③ 10月21日㈮ 周縁から見る中国～中国の辺境
経済圏の諸相 巴

バ ー ト ル
特尓氏（多摩大）

④ 10月27日㈭ 慢性関節痛の発生メカニズムと
その対処 古田常人氏（東京医療学院大）

⑤ 11月4日㈮ 認知症の基礎知識 原野かおり氏（大妻女子大）

⑥ 11月24日㈭ 世界一幸福な国フィンランド 髙橋睦子氏（恵泉女学園大）

東部会館のご利用を
1000974ID

問東部会館（☎042-583-4311）

 室内プール（25m）…日午前10時～午後8時30
分￥ 300円※中学生以下100円。いずれも1回2
時間、追加料金で
1時間まで延長可。
回数券(11枚3,000
円※中学生以下
1,000円)あり

 卓球の日 …日毎週水曜日午後1時～5時、午
後6時～9時30分※利用者多数の場合は抽選￥
各回100円※中学生以下50円他ラケット、ボ
ールの無料貸し出しあり

 貸し部屋 …申日野市施設予約システムから
※操作が分からない方は会館受付でサポート
可。部屋の種類、時間、料金など詳細は同施
設 HP参照

PayPay使って日野でお買い物！
最大30％戻ってくるキャンペーン

1009696ID 問環境保全課（☎042-514-8298）

1017738ID 問産業振興課（☎042-514-8437）

1020355ID

問産業振興課
（☎042-514-8437）

 飼育のポイント 
・ 動物は正しく終生飼養…日ごろの健康管理に気を配り、犬には
狂犬病の予防注射を

・ 不妊・去勢手術…生殖器系の病気の予防にも効果的
・ 猫の飼育は屋内で…家具の上に上がれる工夫などをすることが
屋内飼育のコツ

・ 犬の散歩はルールを守って…リードでつなぐ、フンを持ち帰る
などみんなが気持ちよく暮らせるよう配慮を

・ 身元の表示…飼い主の所在を明らかにするためにも、犬には鑑
札、猫などには名札を

・ 災害に備えて…日ごろのしつけが大切。
動物のための防災用品（5日以上の食事
や水）の準備も忘れずに

 どうぶつ愛護フェスティバル 
日①9月24日㈯②10月1日㈯場①生涯学習センター（台東区）②上野
恩賜公園内不忍池周辺（台東区）他詳細は問い合わせを問動物愛護
週間中央行事実行委員会事務局（☎03-3478-1886）、東京都福祉保
健局健康安全部環境保健衛生課（☎03-5320-4412）

9月20日㈫～26日㈪は動物愛護週間

PREMIUM TOYODA BEER飲み比べイベント

～動物は責任と愛情をもって最後まで飼いましょう

■キャンペーン内容
日程 付与率 付与上限 店舗

第3弾 10月1日㈯～ 31日㈪
利用金額の30％

1決済当たり3,000ポイント
（期間中15,000ポイントまで）

市内のPayPay加盟店のうち中小事業者（大手チェー
ン店など一部店舗を除く）

第4弾 11月1日㈫～ 30日㈬ 1決済当たり3,000ポイント
（期間中10,000ポイントまで）

大手チェーン店を含む市内のPayPay加盟店（一部店
舗を除く）

 PayPayの使い方　市役所相談会 
日 9月27日㈫・29日㈭、10月4日㈫・6日㈭・25日㈫・27日㈭、11月1日㈫・2日㈬午後1時～4時場市役所1階特設
ブース問産業振興課（☎042-514-8437）

 事業者向け説明会 
日①9月7日㈬午後3時～4時、7時～8時②8日㈭午後4時～5時、7時～8時場①日野市商工会館（多摩平）②PlanT（多
摩平の森産業連携センター）申各回前日までに日野市商工会へ電話またはファクス。事業者名、希望日時、参加
人数、電話番号を記入他キャンペーン参加希望事業者はPayPay㈱（☎0800-919-3538※土曜・日曜日、祝日を
除く午前11時～午後6時）へ問い合わせを。既に加盟店の場合は、申請不要でキャンペーン対象問日野市商工会（☎
042-581-3666 FAX 042-586-6063）

　PREMIUM TOYODA BEER2022の発売を記念して、2019・2020・2022年販売分の
PREMIUM TOYODA BEERを飲み比べができるイベントを実施します。
場BAR&DINING RiverSide（新町）、BEER STAND TOYODA（豊田）、ワイン食堂KO-KICHI(多摩平）、たるすけ（高幡）
¥ 1,500円他日時、申込方法など詳細はTOYODA BEER HP参照

1020217ID

第3弾
第4弾

▲畠山洋平選手 ▲山崎悠麻選手
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