
交流スポーツ大会で顔の見える関係づくり！
一中地区アクションプラン

帰ってきた、地域の祭り。イベント。

　6月11日に第一小学校体育館で一中地区アクションプランによる「一中地区交流スポーツ大会」が開催され
ました。昔から住んでいる人も、新しく引っ越してきた人も、分け隔てなく楽しめるようボッチャ・ハンド
ロウル・グラウンドゴルフ・モルックという四つのユニバーサルスポーツを実施し、地域の子どもたちやオ
ヤジの会、小学校の先生方、日野のグラウンドゴルフチームなど、さまざまな年齢の方に参加していただき、
楽しい時間を過ごすことができました。来年度も開催予定ですので、ぜひご参加ください！

　暮らしを楽しみ、積極的にまちづくりに参加する「まちづくり人
びと

」。
　そんな「まちづくり人」の皆さまによるさまざまな活動が、日野市を形づくって
います。
　地域懇談会からも、アクションプランや居場所づくりプロジェクトな
どが生まれました。
　日野市は来年、市制施行60周年を迎えます。未来に向けて、残
したい・つなげていきたい「地域の魅力～ひと・こと・もの」
を集めて、子どもたちと一緒に、オリジナル動画
（YouTube）とマップを作成しませんか？
　日野市の“今”を未来へのタイムカプセルにして、届
けましょう！

定申込制で各回30人予定（大人15人、子ども15人）※申込多数の場合は抽選
申開催10日前までに地域協働課へ申し込み
　市内在住・在勤・在学で、日野市が好きな方ならどなたでも！小・中学生の参加も
大歓迎！
　動画作成・編集にご協力いただける方も募集しています。動画・マップ作成は地域
懇談会後に4回程度集まる予定です。作成したものは市制施行60周年記念式典でお披
露目予定です。詳細は市 参照または地域協働課へお問い合わせください。
※手話通訳が必要な場合は、11月10日㈭までにご連絡ください

　コロナ禍でなかなか思うようにできなかった地域の行事。Withコロナ
時代に合わせて、新たな形にパワーアップして、徐々に戻ってきています。
日々に彩りと楽しみを添えてくれる、地域のイベントなどを紹介します。

▲参加者全員で準備運動！

▲デジタルツールを活用した情報発信を紹介

▲オヤジの力を見せつけた「ひのいちダンディーkai」！

二中地区アクションプラン
ブランニング（※）～まちを楽しくぶらぶら歩きながら、プランニング

未来へのタイムカプセル
つなぐ・つながる・ひのの未来

令和4年度地域懇談会
参加者募集

　豊田駅を挟んで南北にまたがる二中地区。都
市と自然が共存する特色を生かしたまち歩きを
通して、ゆるやかな人と人とのつながりづくり
を行っています。３月には桜の名所とパン屋を
巡るハイキング。６月には変わりゆく豊田駅南
口を訪ねての第１弾として、「日野の用水いま
むかし」をテーマに開催しました。「かわせみア
パート（※）」「ナガエミクリ（※）」など、実行委員
による、地域に住んでいる人ならではの、その
土地ゆかりの話も聞くことができて、日々通る
道も違って見えてきました。
　誰でも気軽に参加できるブランニング。一緒
にまち歩きを楽しみながら、その魅力に触れて
みませんか。今後も四季折々、さまざまなテー
マで企画されるので、要チェックです。

豊田小のルーツを訪ねて
　変わりゆく豊田駅南口を訪ねて、まちを歩きます。
日 11月23日㈷午前9時30分豊田駅南口前広場集合、正
午豊田駅北口解散定申込制で先着20人他詳細は市
参照申 11月4日㈮～18日㈮に地域協働課（☎ 042-581-
4112 042-581-4221 ckyodo@city.hino.lg.jp）
へ電話、ファクスまたはEメール

※かわせみアパート…矢崎橋の「矢崎橋やすらぎ処」内
にある、豊田第四自治会の方々が里山をイメージして
作ったカワセミ営巣巣箱。現在入鳥者募集中とのこと

※ナガエミクリ…準絶滅危惧種の
浮遊植物。金

こんぺいとう

平糖のようなかわい
らしい花が咲く。豊田用水で生息
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lanningを組み合わせた
造語

お申し込み
（電子申請）は
こちらから▶

ひのまちトーク2022～自治会交流会を開催しました！ひのまちトーク2022～自治会交流会を開催しました！
　“私が思う「地域のみらい」…だから私は自治
会に入る‼”をテーマに、自治会交流会をイオ
ンモール多摩平の森で開催しました。第１部で
は、パネルディスカッション形式での活発な自
治会の活動紹介、第２部では、イベント・地域防
災・SNS活用などのブースに分かれて、お互い
の活動の情報交換、交流を行いました。オンラ
イン参加も含め、100人以上の方にご参加いた
だき、自治会への熱い思いにあふれた会となり
ました。なんと他市からご参加いただいた方も。
「他自治会の取り組みが参考になった」「交流会
がきっかけで、自治会を越えてコラボした活動
が生まれた」という声を多数いただきました。

日　時 中学校区 会　場
11月19日㈯午前10時～正午 三中・三沢中地区 湯沢福祉センター
12月4日㈰午前10時～正午 一中・大坂上中地区 新町交流センター
12月10日㈯午前10時～正午 七生中・平山中地区 平山交流センター
12月11日㈰午後2時～4時 二中・四中地区 イオンモール多摩平の森

当日の配布資料および報告書はこちらから▶
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三中地区アクションプラン

　三中地区アクションプランでは、11月5日㈯正午～午後3時に令和4年12月末を
もって閉鎖される百草台コミュニティセンターで地域の有志の皆さまとお祭りを
開催します。
　楽しい催し物やグルメを用意して皆さまをお待ちしています。

未来へつながる百草台まつり

七生中地区アクションプラン

　七生中地区アクションプランは、かつて七生中地区をつないでいた「盆踊祭」を復活させようと市民有
志でスタートした「ななおBONまつり」を、３年ぶり（5回目）に開催しました。９月10日に会場である
南平体育館には、地元民だけではなく、市内外から多くの方が来場して盛り上がりました。
　ななおBONまつりの特徴は、昔ながらの盆踊りだけではなく、老若男女幅広い世代が楽しめるよう
に「ダンシングヒーロー」「恋するフォーチュンクッキー」といったJ-POPも取り入れているところです。
多くの子どもと大人がやぐらの周りを一体となって踊る様子は圧巻です。

　今年は、リニューアルした南平体育館
とコラボして室内イベントを充実させる
など、毎年パワーアップする「ななお
BONまつり」では、一緒にまつりを運営
して盛り上げてくれる市民をいつでも大
歓迎しています。
　このお祭りをきっかけに地域住民の団
結力を強め、七生中地区をますます発展
させていきませんか。

平山中地区アクションプラン

　平山中地区アクションプランは、平山地域の課題などを定期的に話し合う会として「平山わの会」とい
う名称でスタートしました。回を重ねるごとに、以前、平山城址公園駅前で開催していたお祭りを復活
させたいという機運が高まり、「ひらやまえんにち実行委員会」を立ち上げ、地域の子どもたちと一緒に
できるお祭りを令和元年に開催しました。
　今年度は、規模を縮小して6月5日に平山交流センターで開催し、多くの地域の方々に参加していた
だきました。
　改めて、お祭りは地域をつな
ぐ架け橋となり、人と人がつな
がるきっかけになると実感しま
した。来年度も「ひらやまえん
にち」を開催できるよう地域の
方々と力を合わせて活動してい
きます。

▲じゃんけんマンと勝負！ ▲平山小学校児童による販売

四中地区アクションプラン
　ラジオ体操で地域が繋

つな
がる！

　四中地区アクションプランは、世代の枠を越え、昔から住んでいる人も新しく引っ越してきた人も、
障害があってもなくても分け隔てなく、人と人とのつながりを新しく作ることで、地域の連帯感を強め、
安心で住みやすく、住み続けたいと思える街にすることを目的に、平成28年から活動しています。
　７月、８月に四中地区アクションプラン「ラジオ体操で四中地区が繋がる！」が開催されました。７月
21日～24日と８月18日～20日に四中地区内の公園やマンションの中庭で「地域ラジオ体操」を、８月21日
には旭が丘中央公園で最終日イベント
を開催しました。
　最終日イベントでは地域の方々が集
まってラジオ体操を実施したほか、日
野市出身のシンガーソングライターS

しお

IO
さんによるミニライブ、抽選会などを
実施しました。
　新型コロナウイルスの影響で、３年
ぶりの対面での実施となりましたが、
地域ラジオ体操も、最終日イベントも、
多くの方にご来場いただきました。

最終日イベントの様子▶ 

◀ やぐらを中心に多くの人が踊りに参加

下田自治会～ふれあいフェスタ
　８月27日に下田自治会のふれあいフェスタが今年も開催されました。受け付けでは検温、消毒、名簿
の記入、リストバンドの配布など、感染症対策も十分に行われており、参加者は安心してお祭りを楽し
んでいました。
　ステージでは日野太鼓の
演舞や、地域の音楽サーク
ルの演奏、スポーツクラブ
のアピール大会、自治会役
員バンド「UNDER FIELD」
のライブなどさまざまな催
しでにぎわい、最後はサプ
ライズの打ち上げ花火で締
めくくられました。 ▲自治会役員で構成されたバンド

　UNDER FIELD
▲ステージ発表とサプライズ打ち上げ花火

ひらやまえんにちななおBONまつり
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交流スポーツ大会で顔の見える関係づくり！
一中地区アクションプラン

帰ってきた、地域の祭り。イベント。

　6月11日に第一小学校体育館で一中地区アクションプランによる「一中地区交流スポーツ大会」が開催され
ました。昔から住んでいる人も、新しく引っ越してきた人も、分け隔てなく楽しめるようボッチャ・ハンド
ロウル・グラウンドゴルフ・モルックという四つのユニバーサルスポーツを実施し、地域の子どもたちやオ
ヤジの会、小学校の先生方、日野のグラウンドゴルフチームなど、さまざまな年齢の方に参加していただき、
楽しい時間を過ごすことができました。来年度も開催予定ですので、ぜひご参加ください！

　暮らしを楽しみ、積極的にまちづくりに参加する「まちづくり人
びと

」。
　そんな「まちづくり人」の皆さまによるさまざまな活動が、日野市を形づくって
います。
　地域懇談会からも、アクションプランや居場所づくりプロジェクトな
どが生まれました。
　日野市は来年、市制施行60周年を迎えます。未来に向けて、残
したい・つなげていきたい「地域の魅力～ひと・こと・もの」
を集めて、子どもたちと一緒に、オリジナル動画
（YouTube）とマップを作成しませんか？
　日野市の“今”を未来へのタイムカプセルにして、届
けましょう！

定申込制で各回30人予定（大人15人、子ども15人）※申込多数の場合は抽選
申開催10日前までに地域協働課へ申し込み
　市内在住・在勤・在学で、日野市が好きな方ならどなたでも！小・中学生の参加も
大歓迎！
　動画作成・編集にご協力いただける方も募集しています。動画・マップ作成は地域
懇談会後に4回程度集まる予定です。作成したものは市制施行60周年記念式典でお披
露目予定です。詳細は市 参照または地域協働課へお問い合わせください。
※手話通訳が必要な場合は、11月10日㈭までにご連絡ください

　コロナ禍でなかなか思うようにできなかった地域の行事。Withコロナ
時代に合わせて、新たな形にパワーアップして、徐々に戻ってきています。
日々に彩りと楽しみを添えてくれる、地域のイベントなどを紹介します。

▲参加者全員で準備運動！

▲デジタルツールを活用した情報発信を紹介

▲オヤジの力を見せつけた「ひのいちダンディーkai」！

二中地区アクションプラン
ブランニング（※）～まちを楽しくぶらぶら歩きながら、プランニング

未来へのタイムカプセル
つなぐ・つながる・ひのの未来

令和4年度地域懇談会
参加者募集

　豊田駅を挟んで南北にまたがる二中地区。都
市と自然が共存する特色を生かしたまち歩きを
通して、ゆるやかな人と人とのつながりづくり
を行っています。３月には桜の名所とパン屋を
巡るハイキング。６月には変わりゆく豊田駅南
口を訪ねての第１弾として、「日野の用水いま
むかし」をテーマに開催しました。「かわせみア
パート（※）」「ナガエミクリ（※）」など、実行委員
による、地域に住んでいる人ならではの、その
土地ゆかりの話も聞くことができて、日々通る
道も違って見えてきました。
　誰でも気軽に参加できるブランニング。一緒
にまち歩きを楽しみながら、その魅力に触れて
みませんか。今後も四季折々、さまざまなテー
マで企画されるので、要チェックです。

豊田小のルーツを訪ねて
　変わりゆく豊田駅南口を訪ねて、まちを歩きます。
日 11月23日㈷午前9時30分豊田駅南口前広場集合、正
午豊田駅北口解散定申込制で先着20人他詳細は市
参照申 11月4日㈮～18日㈮に地域協働課（☎ 042-581-
4112 042-581-4221 ckyodo@city.hino.lg.jp）
へ電話、ファクスまたはEメール

※かわせみアパート…矢崎橋の「矢崎橋やすらぎ処」内
にある、豊田第四自治会の方々が里山をイメージして
作ったカワセミ営巣巣箱。現在入鳥者募集中とのこと
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ひのまちトーク2022～自治会交流会を開催しました！ひのまちトーク2022～自治会交流会を開催しました！
　“私が思う「地域のみらい」…だから私は自治
会に入る‼”をテーマに、自治会交流会をイオ
ンモール多摩平の森で開催しました。第１部で
は、パネルディスカッション形式での活発な自
治会の活動紹介、第２部では、イベント・地域防
災・SNS活用などのブースに分かれて、お互い
の活動の情報交換、交流を行いました。オンラ
イン参加も含め、100人以上の方にご参加いた
だき、自治会への熱い思いにあふれた会となり
ました。なんと他市からご参加いただいた方も。
「他自治会の取り組みが参考になった」「交流会
がきっかけで、自治会を越えてコラボした活動
が生まれた」という声を多数いただきました。

日　時 中学校区 会　場
11月19日㈯午前10時～正午 三中・三沢中地区 湯沢福祉センター
12月4日㈰午前10時～正午 一中・大坂上中地区 新町交流センター
12月10日㈯午前10時～正午 七生中・平山中地区 平山交流センター
12月11日㈰午後2時～4時 二中・四中地区 イオンモール多摩平の森

当日の配布資料および報告書はこちらから▶
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