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七ツ塚ファーマーズセンター
※撮影時のみマスクを外しています
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場新町5-20-1 他駐車場20台あり

▲

日野産野菜を使った飾り巻きすし教室 1011759ID

日 10月11日㈫午前10時30分～午後1時30分内 お
ばけかぼちゃ柄定申込制で先着10人程度￥ 3,000
円申竹内（☎090-7284-1947）へ電話問都市農業振興課
（☎042-514-8447）

▲

親子で大根収穫体験 1020356ID

日 11月20日㈰午前10時～11時30分対小学生親子
定申込制で先着10組申電話問都市農業振興課
（☎042-514-8447）

七ツ塚ファーマーズセンター
公式ツイッター

　七ツ塚ファーマーズセンターは、日野の農業の発信拠点と
して、農業者と市民の交流や地域住民のコミュニティーの推
進を目的に、平成24年10月13日にオープンし、今年で開設10
周年を迎えます。

七ツ塚ファーマーズセンター 開設10周年七ツ塚ファーマーズセンター 開設10周年
1005884ID 問都市農業振興課（☎042-514-8447）

 七ツ塚ファーマーズセンターで開催するその他のイベント 

 施設紹介 
　多目的室、調理室などの貸室が利用可能なほか、施設内の
展示スペースでは、日野市の農業風景・周辺地区のパネル展
示も行っています。
利用時間午前9時～午後5時※年末年始、臨時休館日を除く
 物販店舗「みのり處

どころ

」 
　施設内の物販店舗「みのり
處」では、日野産を中心とし
た新鮮な農産物や加工品、各
地の特産品などを販売してい
ます。また、日野産野菜を使
った日替わりランチや喫茶コ
ーナーもあります。
営業時間午前10時～午後6時※年末年始、臨時休業日を除く

七ツ塚
ファーマーズセンター

日
野
駅

至万願寺
至立川駅

GS

JR
中央線

至八王子

至八王子IC

バス
ロータリー

日野駅北
日野坂上

日野坂

コンビニ
緑ヶ丘日野台2

至石川工業団地

至多摩大橋

七ツ塚公園

栄町5

●

●

● 中央自動車道

石川
PA

●

●

●

●

●

◀山本徹氏
　（NPO法人めぐみ代表）
同施設の管理受託者、併設
の直売所「みのり處」を運営

皆さまのお越しを
お待ちしています。

　野菜販売情報や料理などの情報を発信中です！�
ぜひフォローをよろしくお願いします。

アカウント：�
@7tsuzuka_farms

１０周年記念イベント
日 10月16日㈰午前10時～午後2時内日野産農産物
の販売、日野産野菜を使ったピザの販売、ルバーブ
ジャムの試食と販売、お囃

は や し

子・琴・ピアノ演奏など
他駐車台数に限りあり。公共交通機関のご利用を

1018074ID
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　日野市は、令和5年11月3日に市制施行60周年を迎えます。市制施行60周年
に向けて「市制等の過去10年間を市民と振り返り、これからの未来を考えるき
っかけづくり」として、さまざまな事業を検討しています。そこで、記念事業な
ど市制施行60周年を彩るキャッチコピーを広く募集します。詳細は、募集要領
（市役所4階企画経営課にあり。市 HPから ダウンロード可）をご確認ください。

申10月16日㈰までに市 HPの専用フォー
ムから

問企画経営課（☎042-514-8047）

　インフルエンザワクチンの予防接種を受けると、インフルエンザの感染の予防や、発熱後の重症化を
予防することに一定の効果があるとされています。

　この予防接種は、接種を受ける法律上の義務はありません。
　原則、本人の意思が確認できない場合は、定期の予防接種ではなく、任意の予防接種をご検討ください。

※�八王子市、町田市、多摩市、稲城市の契約医療機関については問い合わ
せを

日 10月11日㈫～令和5年1月31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、日野市に住民登録がある次の①または②に該当
する方①65歳以上②60歳以上65歳未満で、特定疾病（心臓、
腎臓、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
する方※障害者手帳1級持健康保険証※対象②の方は健康
保険証と障害者手帳または診断書。生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他接種回数は
1回。予約が必要な場合あり。事前に医療機関へ問い合わせ
を

1003842ID 問健康課（☎042-581-4111）

医師会委託医療機関
高齢者インフルエンザ接種医療機関一覧

個別委託医療機関

地域 医療機関名 電話番号
新井 青和クリニック 042-594-1900
石田 にしくぼクリニック 042-589-3532
落川 寺田医院 042-591-2852

新町
高瀬内科クリニック 042-582-7228
たかなしクリニック 042-585-2347
よこやま耳鼻咽喉科 042-589-3663

神明 おおしろクリニック 042-589-6780
山本クリニック 042-584-5633

高幡

井上クリニック 042-593-8988
鈴木内科クリニック 042-599-7021
高幡駅前川崎クリニック 042-599-0036
森久保クリニック 042-594-6778

多摩平

石塚医院 042-584-4111
かどた皮ふ科・形成外科 042-843-4122
小松医院 042-581-0474
佐々木クリニック多摩平 042-585-2591
関根クリニック 042-843-2383
太陽クリニック 042-843-1686
多摩平小児科 042-584-6002
多摩平みついしクリニック 042-843-2745
豊田駅前うだクリニック 042-583-0415
原脳神経外科クリニック 042-514-8550
日野市立病院 042-581-2677
望月医院 042-581-0504
胃腸内科・下肢静脈瘤　森末クリニック 042-589-3030
渡辺整形外科 042-581-7111

豊田
康明会病院 042-584-5251
小林医院 042-581-0433
野田医院 042-581-0435

東豊田 日野みんなの診療所 042-518-8063

日野
石田クリニック 042-843-2608
康明会ホームケアクリニック 042-589-0009
塩谷医院 042-581-0158

地域 医療機関名 電話番号
旭が丘 街のクリニック日野・八王子 042-843-3837
栄　町 栄町クリニック 042-583-7392
豊　田 虚白堂醫

い

院
いん 042-589-1777

西平山 桜医院 042-514-8790
南　平 南平わだクリニック 042-599-2977

地域 医療機関名 電話番号

日野台 くちらクリニック 042-583-6515
日野台診療所 042-581-6175

日野
本町

アカシアクリニック 042-587-8616
高品クリニック 042-583-7822
花輪病院 042-582-0061
日野医院 042-581-0309
日野のぞみクリニック 042-843-1445

平山 牛尾医院 042-591-2001
京王平山クリニック 042-592-5111

程久保 原クリニック 042-591-6613

万願寺

回心堂第二病院 042-584-0099
中井内科クリニック 042-583-7675
ニシムラ整形外科 042-587-2220
土方クリニック 042-587-7171

三沢 もぐさ園三沢台診療所 042-592-0466

南平

さいとう内科クリニック 042-591-0100
柴山内科医院 042-594-3688
中川クリニック 042-594-0313
福岡医院 042-591-3600

宮 グレイス病院 0570-06-5489

百草 百草園駅前クリニック 042-599-3266
百草の森ふれあいクリニック 042-599-7068

 高齢者インフルエンザ予防接種 のお知らせ
令和4年度は無料

日野市市制施行60周年を彩るキャッチコピーを募集！
～60th anniversary of Hino city ～

1022040ID

広報ひの　令和4年10月号 3



“見守り„に関心のある方へ説明会を開催します！
“見守り„活動ボランティア募集! 1003577ID 問高齢福祉課（☎042-514-8496）

問施設課（☎042-581-0443)、
政策法務課(☎042-514-8142)

　「高齢者見守り支援ネットワーク」として、地域で気になることを見
つけたら連絡するボランティアを募集しています。高齢者のちょっと
した困りごとや体調の変化などを早期に発見し、各種の相談や支援に
素早くつなげることで、深刻な問題の発生を未然に防ぐことが目的で
す。「心配な方がいるけれど、どうしたらいいか分からない」「ご近所
の様子が気になる」という方、ぜひご参加ください！�実際に活動して
いる方のお話や、見守りのポイントをお伝えします。

▶説明会 
日①11月21日㈪②24日㈭いずれも午
後2時～3時30分場①福祉支援センタ
ー②市役所5階505会議室申 10月21日
㈮までに電話または市 HPから

　日野市南部の七生丘陵地域のハイキングコース
を中心に、観光地・行楽地としての七生丘陵の歴
史や、丘陵エリアで見られる文化財や自然を紹介
し、現在も楽しめる七生丘陵の魅力を発信します。
日 10月4日㈫～12月11日㈰午前9時30分～午後5時
※入館は午後4時30分
まで。月曜日（祝日の
場合は翌平日）を除く
場新選組のふるさと
歴史館 ¥ 200円※小・
中学生50円

特別展「七生丘陵いま・むかし～ハイキングコースを歩く」
1020451ID 問ふるさと文化財課（☎042-583-5100）

▲�高幡台団地第二緑地の散策路

日野映像支援隊からのお知らせ
問産業振興課（☎042-514-8461）

映画『追想ジャーニー』池袋シネマ・ロサにて
11月11日㈮からロードショー

〈あらすじ〉 男48歳、売れない俳優。〈退行睡眠〉と
書かれたメモを見知らぬ高校生から渡され、導かれ
るように怪しいお店に。白衣の男に催眠を掛けられ
ると、目の前には高校生の
自分が立っている。そして、
男の追想の旅が始まる――

　七生公会堂で撮影が行わ
れました。ポスターの写真
も七生公会堂のホールで撮
影されたものです。
出演藤原大祐、高橋和也な
ど�
脚本竹田新監督谷健二

◉日野映像支援隊のロケ情報！

Ⓒ2022『追想ジャーニー』
製作委員会

行政上告受理申立事件の不受理決定に
ついて(北川原公園予定地ごみ搬入路整
備に関する住民訴訟)

　北川原公園予定地内にごみ収集車の専用路を整備
することは違法であるとして、日野市長の職にある個
人への賠償請求を求めた住民訴訟において、日野市
長が上告受理申立てをしていましたが、9月8日、最
高裁判所において受理しない旨の決定がありました。

　これまでの市側の主張が認められなかったこ
とは、残念でありますが、最高裁判所の判断を
厳粛に受け止めたいと考えております。
　市民の皆さまには多くのご迷惑をお掛けしま
したことをお詫

わ

びいたします。
　本件訴訟の結果を踏まえ、今後、関係者、関
係機関と協議をした上で、その違法性解消に取
り組んでまいります。

日野市長　大坪　冬彦

1022074ID

 ▶野猿峠ハイキングコースを歩く 
日 10月30日㈰午前9時高幡不動尊集合、午後1時平山城址公園
解散講市職員定申込制で先着15人
 ▶講演会  「ハイキングの歴史と七生丘陵の変遷」 
日 11月6日㈰午後1時30分～3時30分場市役所5階505会議室講

金子淳氏（桜美林大学教授）定申込制で先着50人
 ▶七生丘陵で秋の鳥、虫、植物を観察しよう
日 11月20日㈰午前9時30分百草台自然公園集合、午前11時30分
同所解散講安西英明氏（（公財）日本野鳥の会参与）定申込制で
先着15人
　いずれも申 10月5日㈬午前10時から電話
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1003197ID

問環境保全課（☎042-514-8294）1022066ID

問環境保全課（☎042-514-8294）1022067ID

問文化スポーツ課（☎042-514-8462）1008170ID

問文化スポーツ課（☎042-514-8462）

　今年の夏は異常に暑い！この原因は一体何？そし
てこの暑さが一体何を引き起こすのか。明星大学の
亀卦川教授が、地球温暖化・気候変動を解説します。
日野市の現状を踏まえ、私たちに何ができるかを市
長と徹底討論します。
　11月6日㈰午後2時30分～5時　イオンモール多摩
平の森3階イオンホール（多摩平）　亀卦川幸浩氏（明
星大学教授）　申込制で先着100人　 10月3日㈪午前9
時から電話またはEメール（kankyo@city.hino.lg.
jp）で。氏名、電話番号を記入

　日本の洋画界に新風を巻き起こした小島善太郎の生誕130年を記念し、親
交のあった画家達である赤堀佐兵、齊藤紅一、大
津鎭雄の作品と小島善太郎の作品を併せて展示し
ます。ご来場のお子さまにはささやかな記念品を
差し上げます。　10月26日㈬～30日㈰午前11時
～午後6時※30日は午後4時まで　イオンモール
多摩平の森3階イオンホール（多摩平）

小島善太郎記念館の
ボランティア募集

　土曜・日曜日、祝日午前10時～午後4時
※夏季は午後5時まで　月1回程度。来館者
への作品解説や案内、庭園の手入れ補助など
※登録時に希望を伺います。事前研修あり

　世界的な問題となっているプラスチック問題の問題提
起から解決までの2年間を追った長編ドキュメンタリー。
ごみの問題だけでなく、さらに大きな問題の引き金に
もなっているプラスチック汚染問題啓発映画です。
　11月6日㈰午前10時30分～午後0時30分　イオンモー
ル多摩平の森3階イオンホール（多摩平）　申込制で先着
100人　 10月3日㈪午前9時から電話またはEメール
（kankyo@city.hino.lg.jp）で。氏名、電話番号を記入

小島善太郎とゆかりの画家展

気候変動をあなたは知って
いますか？

「マイクロプラスチック・ストー
リーぼくらがつくる2050年」
環境啓発映画上映会

生誕130年

日

日

日
場

場

定 申
申

定

場

日

内

講

き  け がわ

あかほりさへい さいとうこういち

つ しず お

おお

日 10月10日㈷午前9時30分～
午後3時30分 場市民陸上競
技場※雨天時は一部プログ
ラムを変更し、市民の森ふれ
あいホールで開催（室内履き
持参）他接触確認アプリ（CO
COA）インストールまたは当
日受け付けで連絡先の記入
が必要（変更の場合あり）。公
共交通機関の利用推奨

　日野市・多摩市のロケ地や観光地
を巡りスタンプを集めると、特産品
セット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参照

小さなお子さまから高齢者まで 
元気に体を動かし、楽しみましょう
第32回 日野市民スポーツ・ 
レクリエーションフェスティバル

ひの・たまデジタル
スタンプラリー

1012588ID 　問文化スポーツ課（☎042-514-8465）

1015589ID

　問産業振興課（☎042-514-8461）

時間 種目
午前9時45分～9時55分 みんなで準備体操
午前10時～11時30分 チャレンジPK
午前10時～11時45分 スポーツかるた

午前10時～正午 NHK「はりきり体育ノ介」
体育教室

午前10時～午後2時30分 おもしろ10種

午前10時～午後3時

新体力テスト、ハンドロ
ウル、ジャンボシャボン
玉、レク広場、けん玉教室、
ボール遊び広場、スケー
トボード

午前10時20分～11時 宝探し（幼児向け）

正午～午後1時 日野高校ダンス部
ダンスパフォーマンス

午後1時30分～2時10分 50mタイムトライアル

午後1時～2時
東京ヴェルディ
インクルーシブサッカー
教室

午後1時30分～3時 ターゲットバードゴルフ

午後2時～3時 日野レッドドルフィンズ
タグラグビー体験教室

午後2時10分～3時 パン取り競争▲�チャレンジPK
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　大規模災害発生時の被害を最小限に抑えるためには、
自助・共助・公助の役割分担を明確にして関係機関が連
携して災害対応にあたることが求められます。
　災害が起きた初期段階の災害対応能力・防災意識の向
上を図るため、総合防災訓練を実施します。
日 10月22日㈯午前10時～正午場六小内児童向け防災訓
練、避難所開設訓練、消防署などによる救出・救助訓練
など他駐車場利用不可。手話通訳あり。荒天中止の場合
は、午前7時までに市 HP に掲載およ
び防災情報メールで通知

令和4年度
日野市総合防災訓練
1022093ID 問防災安全課（☎042-514-8962）

　右上のQRコードから、東京消防庁が配信する防災に
関する動画を事前に視聴すると、当日の訓練がさらに充
実します。ぜひご覧ください。

 インターネットを利用した 
 ハイブリッド型訓練を導入! 

　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。

　ミニバス7路線と丘陵地ワゴンタクシー 2路線は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3年度は、ミニバ
スが約132万人、丘陵地ワゴンタクシーでは約2万2,000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）

ミニバスは「通し運賃」で乗り継ぎができます
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）

■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（かわせみGo）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

こちら 消防団！消防団！団！団！！消消防団！～地域防災の要～～地域防災の要～
かなめかなめ

団員募集中

全国消防操法大会への出場決定！
　10月29日㈯に開催予定の全国消防操法大会
に東京都の代表として日野市消防団が出場し
ます。上位を目指し、消防団一丸となって取
り組んでいきますので、皆さまからの力強い
応援をお願いします。

▲放水訓練の様子

1020439ID

問防災安全課（☎042-514-8962）
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お知らせ

法人市民税などの納税証明書
発行事務が市民窓口課・七生
支所に変わります
1002738ID

　10月1日㈯から、納税課で発行
していた納税証明書（法人市民税
納税証明、完納証明、無処分証明）
は、市役所1階市民窓口課、豊田
駅連絡所、七生支所で取り扱い
ます。
問市民窓口課（☎042-514-8206）、
七生支所（☎042-591-7712）

10月は食品ロス削減
月間 1020408ID

　まだ食べられるのに、捨てら
れてしまう食べ物のことを「食品
ロス」といいます。買い物時に「買
い過ぎない」、料理を作る時に「作
り過ぎない」、そして「食べきる」
ことが重要です。
　この機会に、自分の家から出
る食品ロスについて考えてみま
せんか。
問健康課（☎042-581-4111）

浄化槽の適正管理に
ご協力を 1002943ID

　浄化槽管理者には、法律によ
り保守点検、清掃、法定検査を
行うことが義務付けられていま
す。決められた期間内に必ず実
施してください。
　なお、市では下水道が整備さ
れていない対象地域の清掃経費
の負担軽減措置を行っています。
申法定検査…（公財）東京都環境
公社（☎042-595-7982）、清掃…日
野衛生公社（☎042-581-3177）、保
守点検…東京都環境局 HP で都

登録業者の確認を問ごみゼロ推
進課（☎042-581-0444）

油・断・快適! 下水道～下水
道に油を流さないで
1003473ID

　キッチンから流れた油は、下
水道管のつまりや悪臭の原因と
なります。鍋や食器に付いた油
汚れは、洗う前に拭き取りまし
ょう。
問東京都下水道局流域下水道本
部技術部計画課（☎042-527-4828）、
市下水道課（☎042-514-8317）

自賠責保険の期限切れに
ご注意を
1002723ID

　自賠責保険は、万が一の自動
車事故の基本的な対人賠償を目
的に、原動機付自転車を含むす
べての自動車に加入が義務付け
られています。
　車検制度のない250cc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。詳細は
自賠責保険ポータルサイト HPを
ご確認ください。
問市民税課（☎042-514-8235）

自転車運転時の「ながらスマ
ホ」は違反です
1022048ID

　スマホや携帯電話を使用しな
がらの自転車運転は、道路交通
法で禁止されており、違反した
場合は5万円以下の罰金が科され
ることがあります。さらに、事故
を起こした場合には重過失死傷
罪に問われたり、被害者から損
害賠償を求められる可能性があ
ります。

　自転車での移動時にスマホな
どを使用する場合は、通行の妨
げにならない安全な場所で停止
した状態で端末の操作をしまし
ょう。
問防災安全課（☎042-514-8963）

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
1020332ID

　放置自転車は安全な通行を妨
げ、交通事故の原因にもなるた
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。撤去さ
れた自転車などの引き取りの際
には、撤去手数料を徴収します。
日キャンペーン…10月22日㈯～
31日㈪￥ 撤去手数料…自転車
3,000円、バイク4,500円問キャン
ペーンについて…防災安全課（☎
042-514-8963）、放置自転車・駐
輪場について…道路課（☎042-
514-8421）

令和4年全国地域安全運動～
守ろうよ わたしの好きな 街
だから
　防犯協会を始めとする地域安
全に資する関係機関・団体およ
び警察が、期間中、各種地域安
全活動を強化推進することで、
安全で安心して暮らせるまちの
実現を図ります。
日 10月11日㈫～20日㈭内運動重
点…子どもと女性の犯罪被害防
止、特殊詐欺の被害防止、自転
車盗難の被害防止他期間中各種
キャンペーンなどを実施問日野
警察署（☎042-586-0110）
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市政のお知らせ・催し

お知らせ

第32回日野市ユニバーサルデ
ザインまちづくり推進
協議会 1022051ID

日 10月31日㈪午後2時～3時場市
役所5階505会議室内第三次日野
市バリアフリー特定事業計画策
定状況など定申込制で先着5人
申傍聴希望者は10月3日㈪～21日
㈮に電話、ファクス（FAX 042-
581-2516）、Eメール（ tosikei＠
city.hino.lg.jp）または市役所3階
都市計画課窓口へ※電話、窓口
の場合は土曜・日曜日、祝日を
除く問都市計画課（☎042-514-
8369）

10月17日㈪～23日㈰は行政相
談週間　一日合同行政相談所
を開設
1009725ID

　各行政機関、行政相談委員な
どが、行政に関する苦情・要望
などの相談に応じます。
日 10月17日㈪午前10時～午後4時
場新宿駅西口広場イベントコー
ナー（新宿区）内年金、保険、国税、
登記、道路、郵便、マンション
管理など※相談は無料問総務省
行政相談センターきくみみ東京
（☎0570-090110）

日野市ひきこもり支援事業
個別相談会・オンライン個別
相談会
1012325ID

日 毎月第3水曜日①午前10時30
分～正午②午後1時～2時30分③
午後3時～4時30分場個別相談会
…市役所会議室、オンライン個
別相談会…Zoom対ひきこもり

などの状態にある市内在住者、
その家族など定申込制で各回先
着1組申開催前日までに電話、市
役所2階セーフティネットコール
センター窓口または市 HPの申し
込みフォームから問セーフティ
ネットコールセンター（☎042-
514-8542）

東京多摩いのちの電話
ボランティア募集
対 23～65歳の方定 25人￥受講料
…前期研修までに41,000円、後期
研修までに30,000円が必要※助
成制度あり申 10月15日㈯まで※
詳細はNPO法人東京多摩いのち
の電話 HP 参照問同法人事務局
（☎042-328-4441）

赤い羽根共同募金
　赤い羽根共同募金は、障害者
や高齢者などの社会福祉団体へ
の助成や「災害等準備金」として
大規模災害被災地を支援するた
めに活用されます。

▶募金運動
日 10月1日㈯～12月28日㈬場募金
受け付け…日野市社会福祉協議
会日野事務所（中央福祉センター
内）・高幡事務所（福祉支援セン
ター内）、市役所3階福祉政策課、
七生支所他各自治会長に資料を
郵送問日野市社会福祉協議会
（☎042-582-2319）

▶赤い羽根共同募金地域配分（B
配分）申請受け付け
対対象団体…市内に所在する社
会福祉法人、NPO法人など民間
の社会福祉施設・団体、対象事
業…新型コロナウイルス感染拡
大防止に関する事業、利用者の
生活向上に資する事業など￥申
請額…1施設・団体30万円以内申

10月3日㈪～31日㈪※詳細は問い
合わせを問日野地区配分推せん
委員会事務局（日野市社会福祉協
議会内☎042-582-2319）

第2回浅川清流環境組合議会
定例会
日 11月10日㈭午前10時から場浅
川清流環境組合可燃ごみ処理施
設問浅川清流環境組合（☎042-
589-0555）

市営住宅駐車場使用者
募集 1003414ID

場下田団地内（石田二丁目）対当
該駐車場から2㌔以内に住んでい
るまたは業を営んでいる方￥月
額8,000円問 財産管理課（☎042-
514-8156）

福祉オンブズパーソンの活動
状況報告
1003303ID

▶令和3年度の活動状況報告
　苦情相談件数は26件で、来室
が13件、電話が13件でした。苦情
申し立ては6件でした。
　なお、申し立てに至らなかっ
た苦情・相談についても、相談
者の意向に応じて、担当課との
調整などを行いました。

▶活動状況報告書
場閲覧…市役所3階福祉政策課、
市政図書室、市内各図書館
　いずれも問福祉政策課（☎042-
514-8469）

防衛省自衛官などを
募集 1005410ID

▶防衛医科大学校（医学科）
対高卒（見込み含む）で18～21歳
未満の方申 10月12日㈬まで

▶防衛大学校学生
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対高卒（見込み含む）で18～21歳
未満の方申 10月26日㈬まで

▶陸上自衛隊高等工科学校生徒
対中卒（見込み含む）で17歳未満
の男性申令和5年1月6日㈮まで

▶自衛官候補生
対 18～33歳未満の方
　いずれも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）

催し・イベント

環境月間を開催中
1010015ID

▶緑と清流ポスター展
日小学生の部…10月3日㈪～14日
㈮、中学生の部…10月15日㈯午
後～28日㈮※いずれも日曜日、
祝日を除く場市役所1階市民窓
口課待合席付近内市内の小・中
学生が水辺をテーマに描いたポ
スターを展示

▶ミニ水族館
日 10月3日㈪～28日㈮※日曜日、
祝日を除く場市役所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、生物を展示

▶日野用水クリーンデー
日 10月23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
　いずれも問緑と清流課（☎042-
514-8309）

最後の語り部「戦争体験記と
エッセイ」朗読会
1019257ID

日 11月3日㈷午後1時～3時30分
場平山季

すえ

重
しげ

ふれあい館※直接会
場へ内多摩文

ぶん

學
がく

の会による楽器

演奏を交えた朗読会定先着50人
程度問平和と人権課（☎042-584-
2733）

音楽のおくりもの
1000965ID

日 10月8日㈯①午前11時から②午
後2時から内①0歳児からのわい
わいコンサート②ゆったりアフタ
ヌーンコンサート対②は3歳以下
入場不可￥大人①②各1,000円、
子ども（①3歳以上中学生以下②4
歳以上中学生以下）500円申ひの
煉瓦ホール（市民会館）、七生公
会堂、同ホール HPのオンライン
チケットサービスまたはチケット
ぴあで販売中場・問同ホール（☎
042-585-2011）

TOYODA BEERを生んだま
ち日野を感じる「学生が考え
た駅からハイキング」
1022050ID

　実践女子大学の学生とJR東日
本八王子支社がコラボした、明
治期のビール誕生時の面影を垣
間見ることができるハイキング
です。
日 10月8日㈯～23日㈰※11日㈫・
17日㈪を除く他参加にはアプリ
の ダウンロード が必要※詳細は駅か
らハイキング HP 参照問同事務
局（☎03-6386-9503）

オンライン・わかち合
いの会 1019795ID

日 10月23日㈰午後2時～4時 場

Zoom（オンライン）内身近な人
を自死（自殺）で亡くした方が気
持ちを分かち合う対身近な人を
自死（自殺）で亡くした方定申込
制で先着15人申 10月19日㈬まで
に市 HPの申し込みフォームから

問セーフティネットコールセン
ター（☎042-514-8542）

10・11月は里親月間
令和4年度養育家庭体
験発表会 1017923ID

　都内では親元で暮らすことの
できない子が約4,000人います。
子どもを一定期間預かり、育て
るのが養育家庭（里親）です。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聞
くことができる発表会を開催し
ます。
日 10月25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講川
松亮氏（明星大学人文学部常勤
教授）対市内在住・在勤・在学
者定申込制で先着100人申 10月3
日㈪～24日㈪に市子ども家庭支
援センター申込専用電話へ電話
（☎042-599-6672）またはEメール
（ hohoemi@city.hino.lg.jp）
で。メールの件名に養育家庭体
験発表会申し込み、本文に氏名、
連絡先を記入問市子ども家庭支
援センター（☎042-599-6670）、八
王子児童相談所（☎042-624-1141）

日野宿本陣重陽の節供
1020458ID

　旧暦9月9日の「重陽の節供」は、
菊の節供（節句）とも呼ばれてい
ます。菊の開花時期に合わせ、
菊を使った室

しつ

礼
らい

（飾り付け）を行
います。
日 10月25日㈫～11月13日㈰午前9
時30分～午後5時※月曜日を除く
場日野宿本陣￥ 200円※小・中学
生50円問 ふるさと文化財課（☎
042-583-5100）
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市政のお知らせ・催し

催し・イベント

東京文化財ウィーク2022
国登録有形文化財「旧日野桑
園第一蚕室」の公開
1020449ID

日 10月15日㈯、11月3日㈷・19日㈯
午前10時～午後4時場 仲田の森
蚕
さん

糸
し

公園内旧日野桑園第一蚕室
問ふるさと文化財課（☎042-583-
5100）

虹
に じ

友
と も

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 10月16日㈰午後1時30分～4時
※入退室自由場豊田駅北交流セ
ンター※直接会場へ対当事者、
親族、支援者問平和と人権課（☎
042-584-2733）

10月の自然観察会～秋風に吹
かれて丘陵の秋を楽し
もう 1020421ID

日 10月22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）、日野み
どりの推進委員（案内）対小学生
以下は保護者同伴定申込制で先
着20人￥ 1家族300円（資料代）申

10月7日㈮～21日㈮に電話問緑と
清流課（☎042-514-8307）

三中地区青少年育成会
さといも収穫祭
1010038ID

日 10月23日㈰午前9時～正午※雨
天の場合は10月30日㈰場石坂フ
ァームハウス（百草）申 10月12日

㈬までにEメール※申込多数の場
合は抽選問西山（ ikuseikai3-
toiawase@yahoo.co.jp）

日野市菊花展・菊花コ
ンテスト 1018136ID

▶展示
日・内①古典菊・大菊展示…10月
24日㈪～11月16日㈬②日野市菊
友会展示…10月29日㈯～11月8日
㈫③菊花コンテスト…11月4日㈮
～16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（公財）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
出展作品募集
申 11月1日㈫までに電話。持ち込
みは11月2日㈬午前9時～午後3時
に日野中央公園へ※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、（公財）
日野市環境緑化協会で配布）参照
他表彰式は11月16日㈬午後3時か
らひの煉瓦ホール（市民会館）で
開催問（公財）日野市環境緑化協
会（☎042-585-4740）

第51回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時場高幡不動尊境内
（高幡）他特別展示や菊の販売も
あり問日野市観光協会（☎042-
586-8808）

どんぐりで草木染めを
しよう 1022062ID

日 10月30日㈰午後2時～4時講藤
田富二氏（森林インストラクタ
ー）定申込制で先着12人￥ 500円
（材料費）申 10月8日㈯から電話

場・問 カワセミハウス（☎042-
581-1164）

エスカパーダ～スペインへ
バカンスに行こう！
1000966ID

日 10月30日㈰午前11時からと午
後3時から内サクソフォンとフラ
メンコダンスのコラボレーショ
ン￥ 500円（全席自由）申 ひの煉
瓦ホール（市民会館）または同ホ
ール HPのオンラインチケットサ
ービスで販売中場・問同ホール
（☎042-585-2011）

平和派遣事業報告会・被爆体
験伝承者による平和講
話会 1020404ID

　第1部では、市内在住の小・中
学生が、広島・長崎・沖縄の平
和関連行事への参加や、平和関
連施設への訪問を通じて学んだ
ことを報告します。第2部は、広
島から被爆体験伝承者をお招き
し、講話会を実施します。
日 11月13日㈰第1部…午後2時～3
時、第2部…午後3時～4時30分場

多摩平の森ふれあい館定 申込制
で先着50人程度他 1歳～未就学
児の保育（先着4人）、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9日㈬
午後5時までに申し込みフォーム
（QRコードから）または電話問平
和と人権課（☎042-584-2733� FAX

042-584-2748）

広域連携サミット
ポスト・コロナを見据
えた地域連携
1022054ID

　日野市と近隣8市（立川市、昭
島市、小平市、国分寺市、国立市、
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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

福生市、東大和市、武蔵村山市）
の市長が広域的な行政課題につ
いて話し合うサミットを傍聴で
きます。
日 11月4日㈮午後3時30分～5時30
分場Webex（オンライン）他 詳
細は市 HP 参照申 10月28日㈮ま
でにEメール（ kikaku@city.
hino.lg.jp）で。氏名、連絡先（E
メール）を記入問企画経営課（☎
042-514-8047）

みんな集まれ！～百草
台まつり 1017870ID

日 11月5日㈯正午～午後3時場百
草台コミュニティセンター内ひ
のグルメコーナー、スライム作り
コーナー、百草台小同窓会コー
ナーなど問地域協働課（☎042-
581-4112）

子ども

令和4年度教育委員会
1019227ID

▶第７回定例会開催
日 10月13日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HPで確認を

▶第５回定例会（８月15日開催）議
事録公開
内議案…6件、協議事項…3件、請
願…1件、報告事項…1件
　いずれも問庶務課（☎042-514-
8692）

令和5年度学童クラブの入所
申請を受け付け
1017587ID

対小学1～3年生（障害児は小学6
年生まで）他現在入所中の方も
改めて申請が必要※入所要件な
どの詳細は市 HP 参照申 10月5日
㈬～31日㈪（必着）に〒191-8686日

野市役所子育て課へ申請書（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
家庭支援センターにあり、市 HP

から ダウンロード 可）と必要書類を
持参または郵送※持参の場合は
日曜日、祝日を除く問子育て課
（☎042-514-8636）

楽しい「遊び」がいっぱい
手をつなごう・こども
まつり 1007559ID

日 11月6日㈰午前10時～午後2時
30分場市民の森ふれあいホール、
仲田の森蚕

さ ん

糸
し

公園内ヨーヨー釣
り、キッズダンス、工作など問子
育て課（☎042-514-8579）

健康・検診

医師によるまちの在宅医療相
談会とミニ講座
1019834ID

日 10月31日㈪午後2時～4時場生
活・保健センター対在宅医療・
自宅でのみとりを考えている方
定相談会…申込制で先着3人、ミ
ニ講座…申込制で先着10人程度
申 10月3日㈪～25日㈫に電話問在
宅療養支援課（☎042-514-8189）

中央公民館×明治安田生命
「フレイル予防」講座

1019883ID

日 11月10日㈭午後2時～3時30分
場福祉支援センター講大沼田麻
友氏対市内在住者定申込制で先
着20人申 10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）

健康づくり推進員から
1020347ID

▶ウオーキンググループ～古
いにしえ

の秋
を探しに平山から堀之内へ
日 10月12日㈬午前9時30分出口公
園集合、正午京王相模原線京王
堀之内駅解散内コース…谷戸の
田んぼ～永林寺～富士見台公園
～大栗川公園（7㌔）申 10月3日㈪
午前9時～5日㈬に電話

▶第２グループ～日野駅から昭和
記念公園ゲートまで歩く
日 10月20日㈭午前9時30分日野
駅東口広場集合、11時30分昭和
記念公園西立川口前広場解散内

コース…市民の森スポーツ公園
～立日橋～根川緑道～農林総合
研究センター（5.3㌔）申 10月7日
㈮午前9時～17日㈪に電話

▶第４グループ～多摩川の魅力に
触れて歩こう！
日 10月25日㈫午前10時日野駅東
口広場集合、正午市民の森スポ
ーツ公園解散内コース…よそう
森公園～新旭橋～多摩川鉄橋～
仲田の森蚕

さん

糸
し

公園（5.4㌔）申 10月
13日㈭午前9時～21日㈮に電話
　いずれも定申込制で先着20人
他雨天中止問健康課（☎042-581-
4111）

オーラルフレイルを予
防しよう！ 1020071ID

日 11月20日㈰午後1時30分～3時
場生活・保健センター講武内義
晴氏（武内歯科医院院長）定申込
制で先着30人申 11月18日㈮までに
電話、ファクス（FAX 042-583-2400）、
Eメール（ kenkou@city.hino.
lg.jp）または生活・保健センター
内健康課窓口へ※電話、窓口の
場合は土曜・日曜日、祝日を除く
問健康課（☎042-581-4111）
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講座

東部会館いきいき教室
ゆるリラ体操（体をほ
ぐすセルフケア）
日 10月13日㈭・27日㈭午後1時30
分～3時場同会館集会室対 30歳
以上の方定申込制で各日先着5
人￥ 各日1,200円申 電話問 同会
館温水プール（☎042-583-5266）

ダンボールコンポスト
講習会 1011572ID

▶使い方講習会
日 10月14日㈮午後2時～3時30分
場市役所1階101会議室定申込制
で先着13人申 石田環境プラザ
（☎042-584-3317）へ電話

▶生ごみリサイクルお悩み相談会
日 10月19日㈬午後8時～9時30分
場Zoom（オンライン）講佐藤美
千代氏（ひの・まちの生ごみを考
える会）定申込制で先着10人申

申込フォームまたはEメール（
info@namagomi-heraso.com）
で。氏名、電話番号を記入
　いずれも問ごみゼロ推進課
（☎042-581-0444）

女性限定  傷ついた心の回復
をめざす講座
1019123ID

日 10月15日㈯午後1時30分～4時
30分場PlanT（多摩平の森産業連
携センター）※直接会場へ講 Shiori
氏（レジリエンスファシリテータ
ー養成講座修了、社会福祉士）な
ど他 1歳～未就学児の保育、手
話通訳あり※10月5日㈬までに電
話またはファクスで申し込み問

平和と人権課（☎042-584-2733�
FAX 042-584-2748）

得する街のゼミナール
日野まちゼミ
1016149ID

　お店の人が講師となって、専
門店ならではの専門知識やプロ
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
ナールです。
日 10月15日㈯～11月30日㈬※1～
2時間￥材料費などがかかる場
合あり他 詳細は日野市商工会
HP またはパンフレット（日野市
商工会、日野市役所、多摩信用
金庫、さわやか信用金庫、セミ
ナー開催店などで配布）参照申

受講受け付け中。セミナーを開
催する各店舗へ問い合わせを問

日野市商工会（☎042-581-3666）

自分らしく人生を終えるため
に～アドバンス・ケア・プラ
ンニングを学ぼう！
1020409ID

日 10月22日㈯午後2時～4時講宮
本芳恵氏（（一社）アルデバラン）
定 申込制で先着36人申 10月4日
㈫午前9時から電話、来館または
電子申請※電話、来館の場合は
月曜日、祝日を除く場・問中央公
民館（☎042-581-7580）

普通救命講習
1002423ID

日 10月23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）

スマホ個別相談会in高幡
日 10月27日㈭午後1時30分～2時
15分と午後2時30分～3時15分場

福祉支援センター講スマホお助
け隊対市内在住者定申込制で各
回先着5人申 10月3日㈪午前9時か
ら電話問日野市ボランティア・セ
ンター（☎042-582-2318）

初めて作る、切り絵に
挑戦 1020445ID

日 11月1日㈫・2日㈬午前10時～
正午講志村満江氏、渡辺和夫氏
（いずれもひの切り絵サークル）

対全回参加できる方定申込制で
先着15人申 10月4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）

おとなの手作り絵本
講座 1020410ID

日 11月2日㈬・30日㈬午後2時～3
時30分講ひの児童館職員対全回
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）他完成した作品は
手作り絵本展で展示申 10月4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）

世界に一つだけの自分の印を
彫ろう! 
楽しい篆

て ん

刻
こ く

講座
1020412ID

日 11月4日㈮・11日㈮・18日㈮午後
1時30分～3時30分内 年賀印、名
前印作成講土方囂

ごう

々
ごう

氏（全日本
篆刻連盟理事、日野書道連盟会
長）対全回参加できる市内在住・
在勤・在学者定申込制で先着15
人￥ 1,500円（印刀、印材代）申 10
月4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）
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パソコン講習会（11月）

日・内下表の通り対⑬はスマホ
講座1～3を受講済み、またはス
マホ操作ができる方￥①～⑧各
3,060円（2日間）⑨1,530円⑩～⑫
各1,020円⑬2,040円（2日間）※いず
れもテキスト代含む他個人指導
（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 日時
①�Word-1（文字変換、
簡単な案内文作成
など）

5日㈯・12日㈯
午後1時～3時

②�Word-2（文章作成、
表作成など）

19日㈯・26日㈯
午後1時～3時

③�Word-3�（地図･写
真入り案内の作成
など）

4日㈮・11日㈮
午後1時～3時

④�Word-4（ページ番
号、ふりがななど）

18日㈮・25日㈮
午後1時～3時

⑤�Excel-1（基本操作
と計算、印刷の仕方
など）

5日㈯・12日㈯
午前10時～正午

⑥�Excel-2（グラフの
変更、複数シートの
計算など）

19日㈯・26日㈯
午前10時～正午

⑦�Excel-3（複合グラ
フ、IF関数など）

6日㈰・13日㈰
午前10時～正午

⑧�Excelマクロ入門（初
歩的なVBAプログ
ラムを学ぶ）

20日㈰・27日㈰
午前10時～正午

⑨�クリスマスカード作
り

4日㈮
午前10時～正午

⑩�スマートフォン1（お持
ちの方）～基本操作

11日㈮
午前10時～正午

⑪�スマートフォン2（お
持ちの方）～アプリ
追加と使い方

25日㈮
午前10時～正午

⑫�スマートフォン3（お
持ちの方）～LINEの
操作

13日㈰
午後1時～3時

⑬�実用スマートフォン
講座（便利・楽しい
アプリ紹介）

20日㈰・27日㈰
午後1時～3時

秋のスマートフォン使
い方講座 1020581ID

日①11月8日㈫②9日㈬いずれも
午後2時～4時場①中央公民館②
平山交流センター講㈱アミュー
対おおむね60歳以上の方定申込
制で各回先着30人申 10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（☎
042-581-7580）

かわいいつるし雛
び な

～うさぎ、
うぐいすと梅
1020446ID

日 11月10日㈭・17日㈭・24日㈭、
12月1日㈭午後1時～3時講大竹裕
子氏（布遊びひろの会代表）対全
回参加できる方定申込制で先着
20人￥ 4,000円（材料費4回分）申

10月4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）

高齢者

転倒予防教室
▶もみじグループ

日①10月3日㈪・10日㈷②7日㈮・
14日㈮いずれも午後2時～3時

▶かえでグループ
日 ①10月17日㈪・24日㈪② 21日
㈮・28日㈮いずれも午後2時～3
時
　いずれも場①リハビリセンタ
ーしんめい（神明）②日野中央公
園内①運動機器を用いた筋力向
上のための運動②屋外で運動機
能向上のための体操対要介護・
要支援認定を受けていない65歳
以上の市内在住者※神明地区に
お住まいの方を優先定申込制で
各グループ10人他原則各グルー
プ全4日間の参加が必要申地域

包括支援センターせせらぎへ電
話問地域包括支援センターせせ
らぎ（☎042-589-3560）、市高齢
福祉課（☎042-514-8496）

シルバー人材センター入会案
内説明会
日①10月6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）

税金

今月の税金などの納期限は10
月31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（普通
徴収）第4期、後期高齢者医療保険
料（普通徴収）第4期の納期です。
問納税課（☎042-514-8259）

しごと

東京都最低賃金改正
1003498ID

　東京都最低賃金は、令和4年10
月1日から時間額1,072円に改正さ
れます。東京都内で働くすべて
の労働者に適用されます。
　また、最低賃金引き上げに向
けた環境整備のための支援策と
して、業務改善助成金などの各
種助成金制度を設けています。
問最低賃金について…東京労働
局労働基準部賃金課（☎03-3512-
1614）、業務改善助成金について
…同助成金コールセンター（☎
0120-366-440）
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市政のお知らせ・催し

しごと

保育のしごと就職フェ
ア 1010412ID

日 11月5日㈯午後1時～3時30分※
受け付けは午後0時45分～3時場

イオンモール多摩平の森3階イオ
ンホール（多摩平）内保育園で働
きたい方に向けた採用説明会・面
接会対保育士、保育補助など持

履歴書問保育課（☎042-514-8638）

都立多摩職業能力開発セン
ターから
1008142ID

▶キャリアアップ講習10月受け付
け分
内仕事に役立つ講習など対中小
企業に在職中の都内在住・在勤者
申 10月10日㈷まで問同センター
府中校（☎042-367-8204）

▶技能祭～親子で楽しむ工作教室
日 11月3日㈷午前10時～午後3時
場・問 同センター八王子校（☎
042-622-8201）

東京しごとセンター
多摩の就業支援

▶就職1dayトライ
日 10月14日㈮場東京しごとセン
ター多摩（立川市）問就職1dayト
ライ事務局（☎03-6838-9148）

▶今の自分ができること、やりたい
こと 自己PRの作り方in八王子
日 10月28日㈮午前10時～正午場

東京たま未来メッセ（八王子市）
対女性問女性しごと応援キャラ
バン運営事務局（☎03-6734-1346）

▶移転のお知らせ
　東京しごとセンター多摩は、10
月1日㈯に立川市柴崎町3-9-2へ
移転します。

問同施設（☎042-329-4510）

PlanT（多摩平の森産業連携
センター）から
1009883ID

▶自分らしいプロフィールに向け
たセルフブランディングの「言
語化」
日 10月29日㈯午前10時30分～午
後0時30分講 松井みさき氏（TO�
KYO創業ステーションTAMA�
Startup�Hub�Tokyo�コンシェル
ジュ）

▶ひとりビジネスを考える
日 10月29日㈯午後2時～4時講中
西章生氏（PlanT価値創出連携コ
ーディネーター）
　いずれも定申込制で先着20人
申 10月1日㈯からPlanT HP で
場・問 PlanT（☎042-843-3215）

ハローワーク八王子
から 

▶「ハローワークインターネット
サービス」サイトのご利用を
　同サイトから求人や仕事探し
の申し込みを登録することがで
きるようになりました。ぜひご
利用ください。
　従来からの窓口相談に加え、電
話での相談も実施中です。また、
オンラインでのサービスを順次拡
大しています。
問ハローワーク八王子（☎042-
648-8609）

▶「ナイスワーク高幡」の紹介
　ハローワーク八王子と日野市
で共同運営している、仕事探し
ができる施設です。多摩モノレ
ール高幡不動駅から徒歩3分の福
祉支援センター 2階にあります。
問ナイスワーク高幡（☎042-593-
5991）

施設

多摩平の森ふれあい館の集会
室および調理室の予約
を再開 1005990ID

　空調設備修繕に伴い、多摩平の
森ふれあい館全集会室の10月～
12月の予約を停止していました
が、一部予約ができるようになり
ました。10月3日㈪午前10時から
予約システムで予約が可能です。
　なお、抽選はありません。
問平和と人権課（☎042-584-2733）、
地域協働課（☎042-581-4112）

八王子労働基準監督署が10月
に移転
　八王子労働基準監督署は、10月
11日㈫に移転します。
場移転先…八王子市明神町4-21�
-2�八王子地方合同庁舎3階問八
王子労働基準監督署（方面☎042-
680-8752、安全☎042-680-8785、
労災☎042-680-8923）

スポーツ

東京ヴェルディ
サッカースクール
1020520ID

日毎週木曜日場市民の森ふれあ
いホール講東京ヴェルディサッ
カースクールコーチ対年中～小
学生他 10月中の入会申し込みで
ユニフォームセットが無料になる
秋の入会キャンペーンを実施中
申無料体験はQRコードから問

文化スポーツ課（☎042-514-8465）

平山台文化スポーツク
ラブから 1003186ID

▶街歩き　麻布十番～六本木
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日 10月14日㈮午前10時30分地下
鉄大江戸線・南北線麻布十番駅
4番出口集合、午後2時都営地下
鉄大江戸線六本木駅解散※雨天
の場合は10月18日㈫内コース…
六本木ヒルズ～毛利庭園～国立
新美術館（5㌔）￥ 600円※交通費、
昼食代別途

▶山歩き～鳩ノ巣渓谷
日 10月25日㈫午前8時10分JR立
川駅青梅線ホーム前寄り集合、
午後3時JR青梅線古里駅解散内

コース…白丸ダム～雲仙橋～展
望台（7㌔）￥ 600円※交通費別途

▶ズンバゴールド体験会
日 10月16日㈰・30日㈰午前10時
30分～11時15分場南平体育館講

佐藤みどり氏（公認指導員）対フ
ィットネスダンス初心者、高齢
者など
　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� hirayamadai@
hop.ocn.ne.jp）

スポーツ推進委員会から 
▶体力測定ウオーキング

1020402ID

日 10月16日㈰午前9時～11時（ウ
オーキングは午前9時～9時30分、
体力測定のみは午前10時～10時
30分に受け付け）※市民の森スポ
ーツ公園管理棟前広場で受け付
け。直接集合場所へ。荒天中止
内コース…仲田小～多摩川遊歩
道～新東光寺児童遊園～市民の
森スポーツ公園（約4㌔）

▶スポーツ体験会
1011955ID

日 10月23日㈰午前9時30分～11時
40分（午前9時30分～9時45分に受
け付け）※雨天中止場東光寺小※
直接会場へ内グラウンド・ゴル

フ講スポーツ推進委員他駐車場
なし。用具貸し出しあり

▶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
緒にスポーツを体験しよう
1012343ID

日 10月29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、卓球バレー、ボッチ
ャなど講スポーツ推進委員定申
込制で先着30人申 10月14日㈮ま
でに文化スポーツ課へ所定の申
込用紙（市役所3階文化スポーツ
課にあり、市 HPから ダウンロード可）
を持参またはファクス※持参の
場合は土曜・日曜日、祝日を除く

▶ボッチャ日野カップ2022
1012426ID

日 12月4日㈰午前9時～11時30分
場市民の森ふれあいホール内レ
クリエーションボッチャにて実
施。令和5年1月28日㈯の東京都
市町村ボッチャ大会の日野市予
選会。優勝・準優勝チームが本
選への参加権を獲得定申込制で
先着32チーム（1チーム3人以上）※
市内在住・在勤・在学者を1人以
上含むこと申 11月4日㈮までに文
化スポーツ課へ所定の申込用紙
（市役所3階文化スポーツ課にあ
り、市 HP から ダウンロード 可）を持
参またはファクス※持参の場合
は土曜・日曜日、祝日を除く
　いずれも問文化スポーツ課（☎
042-514-8465� FAX 042-581-2516）

市民体育大会
1003171ID

▶武術太極拳競技
日 10月22日㈯午前10時～午後4時
場市民の森ふれあいホール内 24
式太極拳、32式太極剣など対市
内在住・在勤・在学者申 10月14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
市体育協会へ郵送またはファク
ス（FAX 042-582-5770）問 日野市
武術太極拳連盟事務局（古賀☎
090-3232-7117）

▶空手道競技
日 11月23日㈷午前9時45分から場

市民の森ふれあいホール内型の
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円申

10月14日㈮午後5時までに申込書
をEメール（ hino@gl.mm-m.
ne.jp）※振込方法は要項（市役所
3階文化スポーツ課にあり）参照
問日野市空手道連盟（日野☎090-
4965-4008）

▶インディアカ競技
日 11月6日㈰午前9時～午後4時30
分場南平体育館対小学5年生以
上の市内在住・在勤・在学者￥

1人500円申 10月22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の際に参加
費を添えて申し込み問日野市イ
ンディアカ協会事務局（首藤☎
042-591-6947）

▶少林寺拳法演武
日 12月4日㈰午後1時～4時場市
民の森ふれあいホール内組演武
の部、単独演武の部対小学生以
上の市内在住・在勤・在学者申

11月13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（市役所3階文化スポーツ
課、南平体育館、市民の森ふれ
あいホール、市民陸上競技場に
あり）を郵送または持参問日野市
体育協会（☎042-582-5770）、日
野市少林寺拳法連盟事務局（北
島☎042-587-2255）
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※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）に市長公室広報係へ郵
送、持参または電子申請でお申し
込みください

報報情てて
育育市 子の市野野日

　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

さん市島 彩葉
いちしま いろは

令和3年10月20日
午前9時36分生まれ
万願寺在住

いたずらっ子でお茶目な彩葉
と過ごせて毎日とっても楽し
いよ。奮闘した1年、娘の成
長が何よりの幸せ！ 1歳もニ
コニコで過ごそうね。パパと
ママのところに来てくれてあ
りがとう！大好きだよ♡

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 3日㈪　あさひがおか児童館(☎042-583-4346)
10月 5日㈬　みなみだいら児童館(☎042-599-0166)
10月 6日㈭　しんめい児童館(☎042-583-6588)
10月12日㈬　まんがんじ児童館(☎042-583-3309)
10月21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
もく

浴
よく

対妊婦（おおむね16～27週）とその家族
日 10月22日㈯※時間予約制内赤ちゃんのお風呂の入れ方など申開
催3日前までに電子申請

ママパパクラス保健
対会場参加は妊婦（おおむね16～27週）、オンラ
イン参加は妊婦（妊娠週数は問いません）とその
家族

日①10月17日㈪②24日㈪いずれも午後2時～3時場①会場またはオン
ライン（会場の場合は講話終了後、午後3時～3時30分に交流会）②オ
ンライン内①妊娠・出産について②産後の生活について申開催4日
前までに電子申請

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP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18日㈫午前中②11月15日㈫午前中対①おおよそ令和4年5月生まれの乳児とその保護者②お
およそ令和4年6月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各32組※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日①10月13日㈭午前中②11月10日㈭午前中対①おおよそ令和4年3月生まれの乳児とその保護者②お
およそ令和4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6日㈭午前中②11月8日㈫午前中対①おおよそ令和3年10月～4年1月生まれの乳児とその保護
者②おおよそ令和3年11月～4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

マタニティ
栄養教室

日 10月20日㈭、11月26日㈯午前10時30分～11時30分内妊娠中の食事の話と質疑応答対安定期（16～27
週を推奨）の妊婦とその家族定申込制で各日25人※申込多数の場合は抽選

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP参照申 10月分は受け付け中、11月分は10月3日㈪午前9時から。開催
1週間前までに電子申請問健康課（☎042-581-4111）
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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

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

令和5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。
対乳幼児の保育の必要性がある保護
者他必ず令和5年度様式で申請を。
現在待機中の方も改めて利用申し込
みが必要申 10月11日㈫～11月11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22日・29日
のみ受け付け。11月11日は午後4時ま
で
▶「保育施設利用のしおり」を配布
日 10月3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5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（☎042-581-0436）、日野台幼稚
園（☎042-581-2615）、欣浄寺みのり幼
稚園（☎042-583-7721）、日野ふたば幼
稚園（☎042-581-3828）、光塩女子学院
日野幼稚園（☎042-592-5526）、日野わ
かくさ幼稚園（☎042-591-1688）、百草
台幼稚園（☎042-591-1729）、日野ひか
り幼稚園（☎042-581-4765）、杉野幼稚
園（☎042-591-3515）、日野しらゆり幼
稚園（☎042-582-1772）

プレママ＆子どものお食事な
んでも相談
1016704ID

日 10月4日㈫午前、11月1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）

BCG（結核）予防接種
1007623ID

日 ①10月5日㈬・24日㈪②12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、長袖服他詳細は市HP参照問健
康課（☎042-581-4111）

乳幼児歯科相談
1007575ID

日 10月5日㈬・7日㈮・12日㈬・14日㈮・
19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5人他既に虫
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）

6月～9月分児童手当・児童
育成手当の振り込み
1000561ID

日 10月14日㈮に振り込み問子育て課
（☎042-514-8598）

小児科・産婦人科オンライン
健康相談の実証実験
中！ 1020373ID

　市では、㈱Kids�Publicと小児科医、
産婦人科医、助産師による24時間対
応可能なオンライン健康相談の実証
実験を令和5年3月末まで実施中です。
対市内在住の妊産婦、子育て家庭
他利用方法は市HP参照問子ども家
庭支援センター（☎042-843-3663）

図書館おはなし会
（10月） 1020385ID

▶高幡図書館
日 10月5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12日㈬午後3時30分から②
12日㈬午後4時から③27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
場・問同館（☎042-586-0584）
▶多摩平図書館
日①10月13日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）②26日㈬午後3時30分か
ら③26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人場・問同館（☎042-58
3-2561）
▶百草図書館
日 10月19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人場・問同館（☎042-
594-4646）
▶日野図書館
日 10月19日㈬午後3時30分から対 3歳
～未就学児場・問同館（☎042-584-04
67）
▶平山図書館
日 10月20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
きる時間申小学生向けは電話または
来館※10月3日㈪・17日㈪・24日㈪・
31日㈪を除く

保育フェア～3年ぶり
の開催！ 1010007ID

日 10月21日㈮～23日㈰午前10時～午
後6時場イオンモール多摩平の森3階
イオンホール内市内保育園などのパ
ネル展問保育課（☎042-514-8638）
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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

幼稚園からのお知らせ
1004228ID

▶幼稚園においでよ～体を動かして
遊ぼう！
日10月18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）
▶なかよしきっず～体を動かして遊
ぼう！
日10月24日㈪午前9時15分～11時対乳
幼児と保護者場・問第七幼稚園（☎
042-586-3770）
▶ひよこの日～ハロウィンの飾りを
作ろう！
日10月25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）

乳幼児自由参加ひろば
プレイルーム
1019748ID

日①10月7日㈮②24日㈪いずれも午
前10時～11時30分対乳幼児と保護者
申①10月6日㈭まで②22日㈯までに
電話または来館場・問もぐさだい児
童館（☎042-591-7001）

スポーツタイム
1006001ID

日 10月8日㈯①午後5時から②午後6
時から内卓球対中学・高校生定先
着①②各8人場・問たまだいら児童
館ふれっしゅ（☎042-589-1253）

移動児童館～みんなであそぼ
うIN七ツ塚
1011621ID

日 10月12日㈬午前10時30分～11時30
分※雨天中止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3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）

はじめてママの日
子育てひろば体験
1009504ID

日 10月14日㈮午後2時～3時対「はぴ

はぴ」利用が初めてのおおむね生後6
カ月までの乳児と母親または妊婦定
申込制で先着3組申 10月4日㈫午前10
時から電話場・問地域子ども家庭支
援センター多摩平「はぴはぴ」（☎042-
589-1260）

移動児童館～公園で
あそぼう 1020388ID

日 10月18日㈫午前10時30分～11時30
分※雨天中止場ハケ下公園対幼児
と保護者定申込制で先着12組程度
申 10月4日㈫午前9時30分から電話ま
たは来館問あさひがおか児童館（☎
042-583-4346）

乳幼児自由参加ひろば
わくわくひろば
1012798ID

日 10月19日㈬午前10時30分～11時30
分内手遊びなど対乳幼児と保護者
申 10月7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）

ベビークラス
1006364ID

日 10月19日㈬午前10時30分～11時内
リズムあそびなど対 3カ月～1歳6カ
月程度の乳幼児と保護者定申込制で
先着8組程度申 10月4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）

乳幼児自由参加ひろば
こあらひろば
1008303ID

日 10月25日㈫午前10時30分～11時30
分内手遊びなど対乳幼児と保護者
定申込制で先着12組申10月3日㈪午前
10時～24日㈪に電話または来館場・問
みさわ児童館（☎042-591-3456）

乳幼児自由参加ひろば
きらきら
1008085ID

日 10月25日㈫午前10時30分～11時30
分内うんどう会遊び対乳幼児と保護

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）

よちよちクラブ・幼児の日コ
ラボ企画ハロウィン
1008628ID

日 10月27日㈭午前10時30分～11時30
分対乳幼児と保護者定申込制で先
着10人申 10月5日㈬～21日㈮に電話
または来館場・問ひらやま児童館（☎
042-592-6811）

謎解き～しんめい児童館から
の挑戦状
1003983ID

日 10月29日㈯午前10時～11時30分対
小学生以上定申込制で先着30人申
10月11日㈫午前9時30分～22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）

開けてみよう本の扉を　いっ
しょに行こう読書の世界へ
汐見夏衛さん講演会
1020357ID

日 11月6日㈰午後2時～3時40分場 平
山季

すえ

重
し げ

ふれあい館内本の世界や読書
の楽しさなどの講演、中学生による
企画講汐見夏衛氏（作家）対市内在
住の中学生定申込制で10人※申込多
数の場合は抽選申 10月4日㈫午前10
時～20日㈭午後5時に市内各図書館へ
来館、電話または図書館HP の申込
フォームから※来館、電話の場合は、
10月17日㈪を除く問中央図書館（☎
042-586-0584）

新しい乳幼児医療証（マル乳）・
子ども医療証（マル子）
を送付 1003939ID

現在お持ちのマル乳・マル子医療
証の有効期限は9月30日です。受給資
格審査の結果、該当の方へ、新しい
医療証を送付しました。所得制限超
過により、受給資格が無くなった方
には消滅通知を送付します。
問子育て課（☎042-514-8598）
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日令和4年4月1日～5年2月28日￥乳がん検診…1,500
円、子宮頸がん検診…800円持健康保険証他次の方は
必要書類を医療機関の窓口に提出すれば無料で受診
可①生活保護受給者（受給証明書）②中国残留邦人等

支援給付受給世帯（受給証明書）③今年度40歳を迎
える方（昭和57年4月2日～58年4月1日生まれの
方、保険証提示）④今年
度無料クーポン券対象
者。詳細は市 HP 参照
申実施期間中に、指定
医療機関で直接受診

　ひの新選組WAONで電子決済された金額の一
部がイオンリテール㈱および㈱ダイエーから寄付
されました。
　令和3年度の寄付金額は1,433,962円でした。

ひの新選組WAON
寄付金贈呈式
1012128ID 問産業振興課（☎042-514-8437）�

　こんにちは！職員Mです！
　このたび、自分のため、誰かのため、まちのために何かしよ
うとするヒトの思いやストーリーを紹介するべくnote(※)を開
設しました。
　noteを始めたのは皆さまにもっと日野市を好きになっていた
だきたいという思いからです。そのために私ができることは“日
野というまちに生きるヒトの思い”を発信することだと考えまし
た。自然が豊かなまちやインフラが整備されているまち、おし
ゃれなお店が多いまちも魅力的ですが、それだけではまちは語
れません。そこには、“ヒト”の存在が不可欠となります。

　そこで、私は市役所から一歩を踏み出し、さまざまな方にお
話を伺いに行きました！ご協力いただいた方々は自分らしい生
き方をして、私とは異なった考え方を持っていました。私は大
きな気付きを得ることができ、もっとまちのヒトに会いに行き
たいという気持ちになりました。
　noteを読んで、あなたが少しでも元気になったり、誰かとつ
ながったり、一歩を踏み出し、自分の夢や希望を実現するきっ
かけになればうれしいです。皆さまもきっと、日野というまち
に生きるヒトのエネルギーに背中を押されることでしょう！ぜ
ひご覧ください。
※ｎote…文章や写真、画像を発信できるSNSの一種
2030ビジョン　イベント情報 
ヒノタネプロジェクト第3回ミーティングを開催します！
　10年後、20年後の日野のミライに向けて、どんなアクショ
ンを起こしていくべきか一緒に考えてみませんか？オンライ
ンでも参加可能です。
日 10月22日㈯午前10時～正午場PlanT(多摩平の森産業連携
センター )申市HPから

1020483ID

問企画経営課（☎042-514-8038）

「ひのった」健康NOTE

1015290ID

問健康課（☎042-581-4111）
日野市健康課
公認キャラクター
ひのったひのべりーさん

·  日ごろ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回乳がん
検診を受けましょう。

気軽に実践してみることで、乳房の変化に早い段
階で気付けそうです。

ブレスト・アウェアネスを知っていますか？

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
を確かめる（セルフチェック）
② 気を付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
④ 40歳になったら2年に1回乳がん検診を受診する

今回の
まとめ

ひのったの妹
ひのみ

ひのったの妹
ひのみ

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。

▶贈呈式の様子

vol.5

　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がんで最も多いがんです。
　働く世代に多く、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。

　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！

乳がん検診・子宮頸がん検診

10月は乳がん月間です 1019311ID 問健康課（☎042-581-4111）

乳がん検診 子宮頸がん検診

第73回 テーマ：ブレスト・アウェアネス

note始めました！
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　日野市の図書館は、昭和40年（1965）9月、移動図書館「ひ
まわり号」からスタートしました。画期的な図書館活動は
評判を呼び、全国から注目されました。
　移動図書館は軌道に乗りましたが、市民からは常設の
図書館が欲しいという要望が出され、中央図書館が建設
されることになりました。
　設計を行った鬼頭梓は山梨県立図書館や東北大学図書
館、山口県立図書館など、多くの図書館の設計を手掛け、
利用者とそこで働く人々にとって使いやすい図書館はど
うあるべきかを追求していました。鬼頭は、ひまわり号
にも同乗して日野市の図書館の理想に共感し、利用しや
すく働きやすい、図書館の発展・利用の変化に対応でき

る、歳月を経るほど美しくなる、などの五つの基本方針
を忠実に体現するような設計を心掛けました。昭和48年
（1973）4月28日に中央図書館は開館しました。
　鬼頭は、日野市立中央図書館の設計を「人生を賭けた
挑戦」だったと語っていますが、山口県立図書館と共に鬼
頭の代表作とされ、その後の日本の図書館建築に大きな
影響を与えました。
　来年4月で50年を迎える
中央図書館が、歳月を経て
どのように美しくなってい
るかを、ぜひお確かめくだ
さい。

建築家鬼
き

頭
と う

梓
あずさ

と日野市立中央図書館
1020258ID

問郷土資料館
（☎042-592-0981）58

　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 10月12日㈬午後1時15分～3時30分場市役所1階市民相談室・5階501・
502・503・504・505・507会議室申 10月4日㈫午前8時30分から電話※2
種類まで申し込み可

下表の通り各サークルの作品展示を行います。

10月の市民相談は23ページをご覧ください

　ファミリー ･サポート･センターは、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。
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4日㈮・8日㈫・11日㈮・15日㈫・
17日㈭・18日㈮場福祉支援センター定申
込制で先着15人他講習内容など詳細は市
HP参照または問い合わせを申 10月21日
㈮までに電話

　子育てをめぐる現状や子育て支援への関わり方
などについて学びます。
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15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13日㈭（必着）までに〒191-
0024万願寺4-20-12日野子育てパートナーの会へ
郵送、ファクスまたは持参。住所、氏名、年齢、
電話番号を記入

10月17日㈪～ 23日㈰は行政相談週間
くらしと行政「総合市民相談」を開催

公民館まつり（展示） 子育て支援者養成講座

日野市ファミリー・
サポート・センター
保育講習会1003240ID 問市長公室市民相談係（☎042-514-8094）

1020422ID 場・問中央公民館（☎042-581-7580）

1008631ID

問同センターたかはた（☎042-599-7616）

1009788ID

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）

相談名 相談内容 相談員
法律 相続、離婚、債務、賠償、保証、訴訟手続など法律問題 弁護士
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
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
測量 表示登記、土地境界、測量など 土地家屋調査士
税務 相続税、贈与税、住宅取得控除など税金全般 税理士
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
年金・社会保険・労務 年金、社会保険、賃金、ハラスメントなど労働問題全般 社会保険労務士

職業 求人、求職など ハローワーク職員
行政 国などの仕事への要望や意見 行政相談委員

日程 壁展示 ガラスケース
10月1日㈯～ 14日㈮ 色鉛筆画同好会 陶花（陶芸）
10月15日㈯～ 28日㈮ きつつき会（木彫り）

10月29日㈯～ 11月11日㈮ ひの切り絵サークル あすなろ（陶芸）
11月12日㈯～ 25日㈮ 日野ステンドグラスの会
11月26日㈯～ 12月9日㈮ 日野国際友好クラブ わかば会（陶芸）
12月10日㈯～ 23日㈮ 明星大学学生による発表 釉

ゆう
の会（陶芸）

12月24日㈯～令和5年1月20日㈮ 日野市科学展（教育委員会） 陶炎会（陶芸）
1月21日㈯～ 2月3日㈮ 悠々散歩クラブwithおりづるの会 土楽（陶芸）
2月4日㈯～ 17日㈮ 谷中山Rの会 せらみく（陶芸）

2月18日㈯～ 3月24日㈮ 日野宿ひな巡り（公民館事業）
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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）

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

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

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

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
♯

1002357ID

次
ペ
ー
ジ
に
休
日
診
療
医
を
掲
載

救急病院10月宿日直予定表 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

※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1002359ID

■花輪病院 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）☎042-582-0061

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

（注）10月9日㈰の午前10時～午後7時は、受変電設備の法定点検による停電のため救急診察に制限があります。受診の前に電話にてご確認ください。

■市立病院 ※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

宿日直予定は変更になる場合があります。来院前に市 HPをご確認いただ
くか、お問い合わせください。

☎042-581-2677

至立川駅

八坂神社

銀行
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中

川
立
至

駅
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（注）
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休日診療医 受診前に必ず医療機関へ電話連絡を
診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時1006854ID

前
ペ
ー
ジ
に
救
急
診
療
・
救
急
病
院
10
月
宿
日
直
予
定
表
を
掲
載

多摩平小児科
（小児科）
多摩平7-6-3
☎042-584-6002
駐車場：6台

おおしろクリニック
（内・外・小児・小児外・泌科）
神明3-6-16�
アメニティ明和館
☎042-589-6780
駐車場：15台

回心堂第二病院
（内科）
万願寺2-34-3
☎042-584-0099
駐車場：15台

しみずこどもクリニック
（小児科）
豊田4-34-7
オーチャード1階
☎042-581-1717
駐車場：5台

高品クリニック
（内科）
日野本町1-12-13
☎042-583-7822
駐車場：5台

アカシアクリニック
（内・皮・小児・神内科）
日野本町4-1-9
エンジュ1階
☎042-587-8616
駐車場：5台

京王平山クリニック
（内科）
平山2-37-8
☎042-592-5111
駐車場：4台

野田医院
（整・内・リハ科）
豊田3-27-8
☎042-581-0435
駐車場：5台

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116
☎042-592-2311
駐車場：15台

おやまクリニック
（泌・腎内科）
高幡328森久保
医療モール202
☎042-592-4976
駐車場：コイン
パーキング32台

牛尾医院
（小児・内科）
平山6-5-13
☎042-591-2001
駐車場：5台

康明会病院
（内科）
豊田2-32-1
☎042-584-5251
駐車場：15台

※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2日㈰

10月16日㈰

10月9日㈰

10月23日㈰

10月10日㈷

10月30日㈰

コンビニ

中央線至八王子駅

中央図書館

豊田
地区
センター

南口 至
八
王
子

中央線

スーパー

中央図書館

南口

至国立府中

子
王
八
至 中央線

スーパー

中央図書館

南口

保育園

ガソリンスタンド

日 11月9日㈬～13日㈰午前中※時間指定不可場生活・保健センター内血液採取対昭和58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 650人※申込多
数の場合は抽選。抽選結果は10月25日㈫ごろに通知他受診
日時は10月25日ごろに送付する問診票に記載申 10月7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）、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※窓口の場合は土曜・日曜日を除く

B型・C型肝炎ウイルス検診 1003837ID 　問健康課（☎042-581-4111）
無料
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10月に開催するくらしと行政「総合市民相談」は20ページをご覧ください。

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係（☎042-514-8094）

法律相談（多
重債務含む）

3日㈪･24日㈪･31日㈪午後1時30分～4時
4日㈫･18日㈫午前9時30分～午後4時
11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㈫は10月24日㈪から予約を

土曜法律相談 15日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。 3日㈪から予約を

相続・遺言等
暮らしの書類
作成相談

20日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。 相談日前日から予約を

※�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）

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

市長相談

28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3日㈪～7日㈮に電話。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係（☎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）

みなみだいら児童館　　　みさわ児童館　
10月7日㈮午前　　　　　　　　　　　10月17日㈪午前
生活・保健センター　　　あさひがおか児童館
10月28日㈮午前　　　　　　　　　　11月7日㈪午前
もぐさだい児童館
11月25日㈮午前
申時間予約制。 希望する会場に来所または電話
（詳細は市 HP参照）※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4水曜日午後1時～5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
4日㈫･20日㈭午前9時15分～11時30分､ 14日㈮･28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）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
13日㈭午前9時30分～午後4時、27日㈭午後1時30分～
4時※相談時間40分。相談日前日午後5時までに予約を
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）

外国人相談

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
毎週月曜～金曜日午前8時45分～午後5時
窓口、電話、Eメール、Zoomで対応※Zoomは事
前予約を問平和と人権課（☎042-843-4044� heiwa
@city.hino.lg.jp）

にじいろ相談
（多様な性の
相談）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
毎月第3金曜日午後1時30分～4時30分（要予約）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

日毎週木曜日午後1時～5時場市役所会議室（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）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

日申し込み後に調整場日野市商工会館（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）

【事業者向け】
事業承継個別
相談

日毎月第3火曜日午後1時30分～3時と午後3時～4時
30分場 PlanT（多摩平の森産業連携センター）申 1週
間前までに電話問産業振興課（☎042-514-8134）

10月の市民相談
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原稿締め切り日

12月号…10月25日㈫
1月号…11月22日㈫

�60歳以上のシニアピアノ無料体験レッ
スン　10月の平日※時間は要相談／60
歳以上の女性対象／詳細は問い合わせ
を／土田（☎090-2499-5143）へ申し込み
�歴史の見方・歩き方　10月8日～12月10
日の第2・第4土曜日午前10時から／（公
財）社会教育協会ゆうりか（多摩平）／
10,180円（全5回）／同協会（☎042-586-
6221）へ申し込み

�お華炭つくり体験講座　10月9日㈰午前
10時から※雨天中止／落川交流センタ
ー／500円／ひの炭やきクラブ（冨山☎
090-8807-5437※ショートメールで）へ
申し込み
�（一社）日野青色申告会事務局から ▶

インボイス制度説明会…10月11日㈫・
13日㈭・14日㈮／午前10時30分からと
午後2時30分から／個人事業者対象▶
個人事業主のための複式簿記講習会…
10月17日㈪・19日㈬・21日㈮・24日㈪・
26日㈬・28日㈮午前10時から（全6回）／
4,000円※会員2,000円／いずれも日野青
色申告会館（上田）／同事務局（☎042-
584-1188）へ申し込み

�英語おしゃべりクラブから ▶外国人
と気楽にお話するためのゆっくりてい
ねい英会話…10月12日から毎週水曜日
午後7時30分から／15,000円（全10回）�▶
Practice Xコース…10月4日から毎週火
曜日午後7時30分から、8日から毎週土
曜日午後7時30分から／7,500円（5回）▶
お試し無料コース…10月15日㈯・21日
㈮・27日㈭午後7時30分から／いずれも
オンライン（Zoom）／開催3日前までに
同クラブ（☎042-582-8691）へ
�平山季

す え

重
し げ

ゆかりの民謡・平山節講習会
10月15日㈯午前10時から／中央福祉セン
ター／100円／すとう（☎042-583-7612）
�多摩友の会料理講習～季節の和風料理
10月15日㈯午前10時から／多摩友の家
（万願寺）／2,600円／同会（城

じょう

☎090-
9773-4932）へ申し込み

�魚のさばきかた講座～さんまをおろし
て蒲焼きを作ろう　10月26日㈬・29日
㈯午後2時から／市民の森ふれあいホー

ル／2,500円／Feliceお魚倶楽部（渡辺
☎090-3089-2109）へ申し込み
�明星大学心理相談センター～こころの

時代公開講演会　11月12日㈯午後1時か
ら／同大学（程久保）／詳細は問い合わ
せを／同センター（☎042-591-5933）
�シニアのためのスマホ（集中）講座　11
月12日～12月17日の毎週土曜日午後1時
から（全6回）／シニアネットクラブ日野
教室（多摩平）／月3,450円／同教室（山
西☎080-3176-6240）へ申し込み

■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月の毎週日曜日午前9時から／新町交
流センター／望月（☎070-5467-2757）へ
申し込み
■日野柳友会～川柳句会　10月2日㈰午後
1時30分から／勤労・青年会館／1,000円
※見学無料／多胡（☎042-584-5785）へ
申し込み
■心と体の健康クラブ～丹田呼吸スロー

筋トレの実践　①10月2日㈰②15日㈯／
午後1時30分から／①ひの社会教育セン
ター（多摩平）②勤労・青年会館／1回
400円／真鍋（☎080-3015-0752）へ申し
込み

■ヨガサークル　10月3日㈪・17日㈪・24
日㈪・31日㈪午前10時から／平山交流
センター／1回500円／MIYUKI（☎090-
5982-1753）へ申し込み

■日野台囲碁・将棋クラブ　10月の毎週
月曜日午後1時から／日野台地区センタ
ー／須山（☎042-583-1846）

■囲碁サークル　10月の毎週火曜日午前9
時30分から／エール（発達・教育支援セ
ンター）／1日200円／高山（☎080-4405-
0235）

■日野生活と健康を守る会から ▶暮ら
しの相談会…10月5日㈬・19日㈬・26日
㈬午前10時から／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時から／コミュニテ
ィハウス・アウル（豊田）／小学生～高
校生対象／月700円／安藤（☎080-3016-
7991）へ申し込み

■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8日㈯午後1時30分から▶家族相談

（要申込）…10月20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）
■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8日㈯午後
1時30分から／愛隣舎ホール（多摩平）／
300円／林（☎090-7901-4301）

■第38回婚活テラスTAMA～最近の婚活
事情　10月8日㈯午後2時から／PlanT

（多摩平の森産業連携センター）／独身
者、親対象／500円／山中（☎090-1733-
6661）へ申し込み

■日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃
除　10月9日㈰午前6時京王線高幡不動
駅南口バス停付近集合／小学生以上対
象／同会（惟

これ

住
ずみ

☎042-594-7730）
■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11日㈫午後1時
から▶歌ってら・ら・ら…10月21日㈮
午後1時30分から▶楽ゆるエクササイズ
…10月25日㈫午後1時30分から／いずれ
も湯沢福祉センター内ゆざわここからネ
ット／500円／同施設（☎042-592-4125）へ
申し込み
■がんカフェひの　10月12日㈬午前10時か
ら／市立病院／酒井（☎080-1144-2448）
■姿勢調整ストレッチ～ゆったりお悩み

改善　①10月12日㈬・26日㈬午後1時30
分から②18日㈫午前10時から／①東部
会館②平山交流センター／シニア対象
／1回500円／KEIKO（☎090-7823-0300）
へ申し込み

■南新井ぶらり体感・地域と防災　10月15
日㈯午前10時から／向島用水親水路な

ど

／南新井地区在住者対象／100円／南新
井自治会（ minamiarai-pr@jichikai.org）

■音楽に合わせて健康づくり～ストレッ
チ＆筋力up　①14日㈮・21日㈮②10月17
日㈪・24日㈪③19日㈬・26日㈬／午前10
時から／①勤労・青年会館②落川都営住
宅地区センター③東町交流センター／1
回500円／倉橋（☎090-5999-6628）へ申し
込み

■日野市暮らしの便利帳を使ってもっと
この町を知ろう!　10月20日㈭午後1時
30分から／ふれあいサロン「ここい～な」
（大坂上）／300円／同サロン（☎042-502-
6517※土曜・日曜日、祝日を除く午前9
時～午後3時）へ申し込み
■股関節ストレッチエクササイズ体験
10月22日㈯午前11時から／コミュニテ
ィハウス・アウル（豊田）／1,000円／城

じょう

寳
ほう

（☎080-6638-0689）へ申し込み
■日野市パーキンソン病友の会　10月23
日㈰午後2時から／新町交流センター／
パーキンソン病、その関連疾患で療養
生活を送っている方、家族対象／年
1,000円／木村（☎080-3420-0027）
■日野市ひきこもり家族会　10月23日㈰
午後2時から／勤労・青年会館／当事者、
家族な

ど対象／500円※当事者は無料／
平野（☎090-6923-0003）

■これからの終活～認知症になるまでに
必要な対策　10月24日㈪午後2時から／
平山交流センター／かじ（☎042-506-
2300）へ申し込み

■ズンバサークル「Tres Pina」　10月31日
㈪午後1時から／南平体育館／800円（90
分）／同サークル（ trespina123@gma�
il.com）へ申し込み
■ひの社会教育センターから ▶ゼロか
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らはじめる大人のピアノ…10月12日㈬
午後0時30分から／3,520円▶午後の朗
読…10月17日㈪午後1時30分から／2,420
円／いずれも同センター（多摩平）／同
センター（☎042-582-3136）

■NPOあるく・自律を目指す会から ▶
パズルで遊ぼう…10月1日㈯午前10時か
ら／中央図書館▶パズルで遊ぼう・散
策をしよう…10月15日㈯午前10時から
／東部会館／障害を持つ幼児・児童、
一般児童と家族対象／杉山（☎042-506-
5265）へ申し込み

■サクラダンスパーティー　10月2日㈰午
後1時30分から／新町交流センター／
500円／渡辺（☎090-2447-2329）

■地域交流スペースひだまりから ▶介
護予防ゆったり体操…10月5日㈬・19日
㈬午前10時30分から▶みんなで歌いま
しょう…10月19日㈬午後1時から／いず
れも下田地区センター／中嶋（☎090-
4076-1982）へ申し込み

■ハロウィンフラワーアレンジメント～
プア・プルメリア　10月6日㈭・11日㈫・
13日㈭・18日㈫・20日㈭・25日㈫午前
10時30分から／会員宅（上田）／1回3,000
円／大西（☎080-1122-6086）へ申し込み
■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6日㈭②8日㈯③
12日㈬④18日㈫／午前11時から／同施
設（程久保）／いずれも子育て中の親子
対象／③300円／同施設（☎042-594-7841）
■NPO法人子どもへのまなざしから

▶プレーパーク～なかだの森であそぼ
う！…10月7日㈮・8日㈯・14日㈮・15日
㈯・21日㈮・28日㈮午前10時から▶親
子であそぼう～野あそびの時間（要申
込）…10月20日㈭午前10時から／幼児親
子対象／1家族1,000円／いずれも仲田
の森蚕

さん

糸
し

公園／同法人（☎042-843-1282
※月曜～木曜日午前10時～午後5時）
■銀河の会～宮沢賢治の作品、生き方を

読み語りあう　10月7日㈮午前10時30分
から／高幡図書館／堤崎（☎070-3882-
6479）

■杉野幼稚園から ▶運動会（要申込）…
10月9日㈰午前9時から※雨天の場合は
10月14日㈮▶見学会（要申込）…10月17
日㈪午前9時45分から／令和5年度就園
年齢のお子さまと家族対象▶入園説明
会（要申込）…10月17日㈪午前10時30分
から▶園庭開放…10月26日㈬正午から
※雨天中止／いずれも同園（百草）／同
園（☎042-591-3515）
■パンジーダンスパーティー　10月9日㈰
午後1時30分から／新町交流センター／
500円／大竹（☎080-3029-8609）

■第45回東京光の家チャリティーバザー

10月10日㈷午前10時から／光の家ワー
ク・プレイセンター（旭が丘）／東京光
の家（☎042-581-2340）

■ダンスカトレア　10月10日㈷・22日㈯
午後1時から／南平体育館／600円／ハ
ヤシ（☎090-6117-5500）
■ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーティー
10月10日㈷・15日㈯・16日㈰・22日㈯午
後1時から／新町交流センター／16日は
ドレス限定トライアルあ

り／700円／マダ
ム小夜子（☎090-5414-4858）
■たかはた北保育園～①寝相アート体験! 

＆パネルシアター②わくわくドキドキ! 
ヘアアレンジ③こんにちは! 赤ちゃん
④わくわく! 食育体験　①10月11日㈫②
17日㈪③24日㈪④27日㈭／午前10時か
ら／いずれも同園（高幡）／同園（☎042-
591-5003※平日午前10時～午後4時）へ
申し込み
■日野子育てパートナーの会から ▶み

んなのはらっぱ万願寺～おやまにあつ
まれ…10月13日㈭午前10時30分から／
万願寺交流センター向かいの丘／乳幼
児と保護者対象▶みんなのはらっぱ豊
田～実践女子大生とあそぼう！パネル
シアター、見に来てね…10月14日㈮午
前10時から／カワセミハウス／乳幼児
と保護者対象▶みんなのはらっぱ南平
①ママ企画～バザー＆ハロウィン②親
子ベビーヨガ…①10月18日㈫午前10時
から②25日㈫午前10時30分から／南平
駅西交流センター／①乳幼児と保護者
対象②首が据わった0歳児と保護者対
象／いずれも同会（☎042-587-6276）へ
申し込み
■ゆざわフェスタ～第7回ここから手づく

り市・ミニバザー　10月15日㈯午前10
時から／湯沢福祉センター前庭／湯沢
福祉センター（☎042-592-4125）

■こども食堂～さくらちゃん　10月16日
㈰午後4時から／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
■①ベビーマッサージ（②触れ合い遊び）

と空きビン、保冷材を使ったハロウィ
ンアロマ芳香＆消臭剤作り　①10月17
日㈪午後1時15分から②25日㈫午前10時
15分から／①万願寺交流センター②東
部会館／①2カ月～歩行前の乳児と母
親対象②おおよそ1歳～未就園児と母親
対象／各日1,800円／伊勢谷（☎090-41
33-5417）へ申し込み

■ひよこハウス多摩平～0歳体験保育　10
月20日㈭・21日㈮、11月2日㈬・4日㈮・15
日㈫・16日㈬午前10時から／ひよこハウ
ス多摩平（多摩平）／令和3年4月2日以降
生まれのお子さまと保護者対象／10月3
日㈪午前10時から同ハウス（下田☎042-
582-8861）へ

■夢ふうせんまつり　10月23日㈰午前11
時から／同施設（旭が丘）／同施設（☎

042-587-8630）
■日野社交ダンス倶楽部・日野ダンス研

究会～秋のダンスまつり　10月29日㈯
午後1時30分から／新町交流センター／
1,000円／杉崎（☎090-3519-7286）へ申し
込み

■落語発表会　10月29日㈯午後3時から／
中央福祉センター／らく笑会（若松☎
080-6585-8921）

■タンポポダンスパーティー　10月30日
㈰午後1時30分から／新町交流センター
／500円／渡辺（☎090-2447-2329）

■日野市茶道連盟～茶会　11月3日㈷※時
間は問い合わせを／京王百草園（百草）
／2,000円／10月16日㈰までに同連盟（二
宮☎042-593-2192）へ

■和田手編教室作品展　10月1日㈯～30日
㈰午前9時～午後9時30分／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／和田（☎042-584-3528）
■キュエー工房～細密艦船模型・水車小

屋他と絵画展　10月1日㈯～12月28日㈬
午前10時～午後5時／万願寺交流セン
ター／渡辺（☎042-591-5568）
■油絵、アクリル画、ペン画による二人

の絵画展　10月4日㈫～10日㈷午前11時
30分～午後6時／ギャラリー紀

のり

（落川）／
今
こん

（☎090-8746-4638）
■やさしいアート・技法で遊ぶ「楽画会展」

～16周年　10月18日㈫～23日㈰午前10時
～午後4時※23日は午後3時まで／とよ
だ市民ギャラリー／米澤（☎042-591-
2748）

■虹の会～25回作品展　10月19日㈬～23
日㈰午前10時～午後4時30分※19日は午
後1時から。23日は午後3時まで／ひの煉
瓦ホール（市民会館）／堤（☎090-6513-
8749）

■仲間と紡ぐ手作りバッグ展　10月26日
㈬～28日㈮午前11時～午後5時※28日は
午後4時まで／ギャラリー・カフェ大屋
（日野本町）／藤本（☎090-6501-0075）
■秋のピアノコンサート＆よみきかせ
10月30日㈰午後2時から／日野神明キリ
スト教会（神明）／3歳以上対象／三木
（☎070-5560-8068）へ申し込み
　　　　　　　　　　　　　　　

■ターゲット・バードゴルフ競技　10月
20日㈭午前10時から※予備日10月27日
㈭／多摩川グラウンド野球場／60歳以
上の市内在住・在勤者対象／10月13日
㈭までに中村（☎090-7703-6211）へ

■ソフトテニス秋季団体戦　10月23日㈰
午前9時から※予備日12月4日㈰／多摩
平第一公園／市内在住・在勤・在学者、
連盟加盟者対象／1団体6,000円／10月9
日㈰までに日野市ソフトテニス連盟（飯
塚☎042-660-0795）へ
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広告欄

日野市暮らしの便利帳2023の広告募集知っ得ハンドブックの広告募集

　Hi�Know!（ひのぅ）は、日野市生涯学習推進基本構
想・基本計画「日野まなびあいプラン」の行動計画を推
進するもので、市民の新たな学びを応援するものです。
　Hi�Know!を使って、あなたの“やりたいこと”を見
つけませんか？

　市では、行政サービスなどを掲載した「日野市暮らしの
便利帳2023」を発行します。発行部数は、98,000部を予定
しています。広告掲載を希望する方は、協働事業者の㈱サ
イネックスへお問い合わせください。
　また、㈱サイネックスの担当者が事業所へ電話や訪問し、
広告掲載依頼を行う場合があります。ご理解とご協力をお
願いします。

　令和5年3月に全面リニューアル！子育て家庭を対象に、
市の子育て情報をまとめた冊子です。発行部数は、12,000部
を予定しています。さらに、市運営アプリ「ぽけっとなび」
でも電子版を公開します。
　広告の規格や費用は、協働事業者の㈱ゼンリンへお問い
合わせください。

1009885ID 問㈱サイネックス（☎042-538-
1040）、市市長公室広報係（☎042-514-8092）

1020394ID 問㈱ゼンリン立川営業所
（☎042-525-9931）、市子ども家庭支援センター（☎042-
599-6670）

1016960ID

問ひの社会教育センター（☎042-582-3136）�1003205ID 問Hi�Know!事務局（日野市
ボランティア・センター☎042-582-2318）、市
生涯学習課（☎042-514-8765）

日時※30～60分程度 会場※直接会場へ

① 3日㈪・17日㈪・24日㈪・31日㈪
午前10時から さいかちぜき公園

② 3日㈪・17日㈪・24日㈪
午前10時から 百草台自然公園

③ 4日㈫・11日㈫午前10時から 旭が丘中央公園
④ 5日㈬午前10時30分から 高幡台団地集会所の隣（程久保）
⑤ 5日㈬午前10時30分から 市民の森スポーツ公園
⑥ 5日㈬・19日㈬午前11時から 七ツ塚公園
⑦ 8日㈯午前10時から 日野台公園
⑧ 13日㈭・27日㈭午前10時から 南平公園
⑨ 15日㈯・29日㈯午後3時30分から 平山ふれあい広場第1広場（平山）
⑩ 15日㈯・29日㈯午前8時30分から て・と・てお広場（多摩平）
⑪ 15日㈯・29日㈯午前10時から さくら集会所（多摩平）
⑫ 15日㈯・29日㈯午前11時30分から 日野中央公園
⑬ 17日㈪午前11時から 落川公園
⑭ 19日㈬午前10時から 市民の森スポーツ公園
⑮ 19日㈬午前10時30分から 百草台団地アポロ広場（百草）
⑯ 22日㈯午前9時から 平山台健康・市民支援センター
⑰ 22日㈯午後3時30分から 平山ふれあい広場第1広場（平山）
⑱ 24日㈬午前10時30分から 旭が丘中央公園
⑲ 31日㈪午前10時から 万願寺中央公園

日・場 下表の通り対④⑮おおむね60歳以上の方⑨小学
3～6年生⑰小学生持②③1畳分のレジャーシート他詳
細は問い合わせを日野の情報が一目で分かります！

·イベント・講座
·団体・サークル
·講師一覧
·オンライン図書館
·まち記者取材記

ちょっとお散歩＆
青空たいそう（10月）　　をリニューアル

日野の「いいね！」を探そう

H
ひ

i K
の ぅ

now!
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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。

広告欄

■  東京 10/ 7（金）・17（月）・25（火）丸の内センタービル 18階 会議室  〈JR「東京駅」丸の内北口徒歩３分、東京メトロ「東京駅」「大手町駅」直結〉
■  渋谷 10/ 4（火）・31（月）渋谷ヒカリエ 11F ヒカリエ カンファレンスルームＡ  〈各線「渋谷駅」直結〉　※渋谷会場の時間は10：00～12：00

■  立川 10/ 7（金）TTM立川ホール 立川南口MHビル 5階 会議室（立川市錦町2-1-33） 〈「立川駅」南口 徒歩5分〉
※当日ご都合の悪い方はお気軽にお問い合わせください。※オンラインも対応しています。

教室開設説明会（時間は10：30～12：30） ※25歳～60歳（女性）の方にお願いしています。

右記日程でオンライン
説明会を開催します。

●10/5（水）15：00～  ●10/13（木）14：00～  ●10/14（金）11：00～  ●10/17（月）11：00～
●10/21（金）14：00～ 【事前予約制】 WEBサイトまたはフリーダイヤルよりお申し込みください

公文書写 先生 検索
〒100-0005  東京都千代田区丸の内1-6-1  丸の内センタービル18F
株式会社 公文エルアイエル 0120-410-297

（月曜日から金曜日の10時～１7時 祝日を除く）

指導者養成
プログラムで
未経験でも
安心！

公文書写は全国10万人の方が
学ぶ書写団体です

（約1時間）

配布する広報はご自宅までお届けします。

徒歩や自転車、配布しやすい方法でOK！

【報酬】完全出来高制

【配布地域】日野市内

◆新聞配達・ポスティングスタッフ同時募集！

【応募】本日より受付。お気軽に！ 【受付】 ASA南平：日野市南平 3-16-10 （担当／桑名）

※委細面談

シニアやシルバーの

方が活躍中！！

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
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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

目次 9月16日時点の情報に基づき作成しています

お知らせ
催し・イベント
子ども、健康・検診
講座
高齢者、税金、しごと
施設、スポーツ

7
9
11
12
13
14

市政のお知らせ・催し
七ツ塚ファーマーズセンター開設10周年
高齢者インフルエンザ予防接種のお知らせ　など
行政上告受理申立事件の不受理決定について　など
日野市の子育て情報
10月は乳がん月間です　など
救急診療、救急病院宿日直予定表、休日診療医　など
10月の市民相談
みんなのメモ帳
馬場咲希選手が全米女子アマチュアゴルフ選手権で
優勝！  など

2
3
4
16
19
21
23
24
28

別冊特集 ごみ情報誌 エコー

地域に愛され
10周年

七ツ塚ファーマーズセンター
※撮影時のみマスクを外しています

広報Hino City Public Relations

SDGs IN ACTION HINO
TRANSFORMING OUR WORLD

SDGs未来都市 日野

月号令和４年
(2022年)

令和4年10月1日発行　第1524号

飢
餓
を
ゼ
ロ
に

10

令和4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

※外国人のみ世帯※

人口
男
女
世帯

全体
3,451人
1,744人
1,707人
1,899世帯

187,315人
93,679人
93,636人
92,521世帯

（－7）
（+11）
（－18）
（+36）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

117人
163人

－46人

731人
690人
－2人
+39人

人口増減
の内訳
（8月）

馬場咲希選手が全米女子アマチュアゴルフ
選手権で優勝！
馬場咲希選手が全米女子アマチュアゴルフ馬場咲希選手が全米女子アマチュアゴルフ

「広報ひの」にご意見をお寄せください 問市長公室広報係（☎042-514-8092）
　〒191-8686日野市役所4階市長公室広報係（ 042-581-2516　  kouhou@city.hino.lg.jp）へアンケート用紙（市役所
1階市民相談窓口・4階市長公室広報係にあり。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

問産業振興課（☎042-514-8461）1020405ID

問文化スポーツ課（☎042-514-8465）1014781ID

　源平合戦の一の谷合戦の先陣争いなどで勇名
をはせた平山季重の出身地である平山地区で、
3年ぶりに「平山季重まつり」を開催します。
　弓矢の名手でもあった平山季重にちなみ、祭
りでは子どもたちが「平山弓合戦」で弓の腕を競
います。また、弓合戦の前には手作りの紙甲冑
を着用し、武者行列のいでたちで、平山地区を
練り歩きます。
　その他にもさまざまなイベントがありますの
で、ぜひお越しください！

平山季重まつり
第
16
回

10月23日㈰午前10時～午後
3時※進行状況により終了時
間が早まる場合あり
平山季重ふれあい館、平山

城址公園駅周辺
武者行列、平山弓合戦、栄

光保育園・栄光平山台保育園・
第二幼稚園園児による演舞、
和太鼓演奏など

日

場

内

ひ  ら　　や  ま　　す  え　　し  げ

キャラクター
「平山くん」

《馬場選手からのメッセージ》
　いつも日野市の皆さまには温かい声援をもらって
いて、自分もそれを力にして頑張っています。全米女

子アマは本当に楽しくて、自分で
も優勝できたことが本当にう
れしくて、自分のこれからの
ゴルフ人生にも影響すること
だと思っているので、これか
らもこの優勝を弾みに頑
張っていきたいと思います。

8月8日～8月14日に行われた全米女子アマチュアゴ
ルフ選手権で優勝した馬場咲希選手（仲田小・日野一
中出身）が、9月7日に市役所を訪問しました。市は、
馬場選手の活躍に対して日野市民スポーツ栄誉賞を贈
呈し、馬場選手は大会の結果報告と今後の抱負を述べ
ました。これからも活躍を応援しましょう！

写真：アフロ

▲左から古賀議長、馬場選手、大坪市長

かみかっちゅう




