
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

スポーツタイム
1006001ID

日 1月14日㈯①午後5時から②午後6
時から内バレーボール対中学生、高
校生定 ①②各12人場・問 たまだいら
児童館ふれっしゅ（☎042-589-1253）

ベビークラス
1006364ID

日 1月18日㈬午前10時30分～11時対 3
カ月～1歳6カ月程度の乳幼児親子定
申込制で先着8組程度申 1月4日㈬か
ら電話場・問 みなみだいら児童館ぷ
らねっと（☎042-599-0166）

親子でつくる手作り
絵本展 1013269ID

日 1月20日㈮午後1時30分～8時、21日
㈯午前9時30分～午後7時場中央公民
館対 未就学児は保護者同伴問 ひの
児童館（☎042-581-7675）

移動児童館～みんなであそぼ
うIN七ツ塚
1011621ID

日 1月24日㈫午前10時30分～11時30
分場七ツ塚ファーマーズセンター対
乳幼児と保護者定申込制で先着20組
申 1月11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）

おしゃべりタイム
1012523ID

日 1月27日㈮午前10時30分～11時30
分対 子育て中の保護者とお子さま※
保護者のみも可定 申込制で先着6組
申 1月13日㈮午前9時30分から電話ま
たは来館場・問 あさひがおか児童館

（☎042-583-4346）

えほんの会
1008148ID

日 1月27日㈮午前10時30分～11時15分

対乳幼児と保護者定申込制で先着10
組程度申 1月5日㈭午前10時～26日㈭
午後5時30分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 1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15
組程度申 1月6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）

サタデーよちよち
クラブ 1008628ID

日 1月28日㈯午前10時30分～11時15分
対乳幼児親子申 1月11日㈬午前9時30
分～27日㈮午後6時に電話または来館
場・問 ひらやま児童館（☎042-592-
6811）

日 1月21日㈯午前10時～正午場 ①中央公民館②オンライン対 子
どもの居場所づくり活動をしたい市民定 申込制で先着①40人②
20人申 1月4日㈬午前9時から電話、電子申請または来館※電話、
来館の場合は月曜日、祝日を除く

日 2月5日㈰午後1時～4時場 中央公民館講 日
野市おもちゃドクターの会対 小学生と保護
者定 申込制で先着10組申 1月4日㈬午前9時か
ら電話または来館※月曜日、祝日を除く

日①2月25日㈯午前8時ひの煉瓦ホール（市民会
館）前集合、午後5時同所解散②2月26日㈰午前
8時高幡不動駅南口集合、午後5時同所解散内
コース…二ツ塚処分場～谷戸沢処分場～つる
つる温泉対 市内在住の小学3～6年生とその保
護者※保護者1人につき子ども2人まで。子ど
ものみの参加と小学2年生以下の同伴不可定申
込制で各日40人※申込多数の場合は抽選￥ 500
円（保険料）申 1月4日㈬～20日㈮にEメールまた
はファクス※申し込み方法の詳細は市 HP 参照

日・場・内・講 下表の通り対 多摩地域在住者申 1月4日㈬午前9時か
ら電話、電子申請または来館※電話、来館の場合は月曜日、祝
日を除く

子どものための
居場所づくりセミナー

親子で楽しむ電子工作
～デジタルラジオを作ろう！

二ツ塚最終処分場見学会と
つるつる温泉

（三多摩は一つなり交流事業）

たま学びテラス
～ひの市民大学  大学連携コースリニューアル！

1022548ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

1022551ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

1022639ID

問ごみゼロ推進課（☎042-581-0444）

1022553ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

日時 会場 内容 講師
1月21日㈯
午後1時30分～3時30分

中央公民館
※Zoom視聴可

伝統医学で用いられる
ハーブと石田散薬

安田一郎氏（東京薬科
大学薬学部客員教授）

1月28日㈯
午後1時30分～3時30分

百草帝京大学ラグビー
グラウンド（百草）

小中学生のための
ラグビー教室 帝京大学ラグビー部

2月11日㈷
午後1時30分～3時30分

市役所
※Zoom視聴可

発酵食品講座
～うまみを科学する

秋田修氏（実践女子大
学名誉教授）

2月18日㈯
午後1時30分～3時30分 平山交流センター

※Zoom視聴可

古文書から読み解く
幕末・明治維新

宮間純一氏（中央大学
文学部教授）

3月18日㈯
午後1時30分～3時30分 地球環境講座 櫻井達也氏（明星大学

理工学部准教授）

1022555ID
問日野市消費生活センター（☎042-581-3556）、
消費者ホットライン（☎

イヤヤ

188）

　サブスクリプションサービス（サブスク）とは、一定期
間、定額で商品やサービスの利用ができるサービスです。
動画配信や電子書籍、音楽配信などさまざまな分野があ
ります。
▶事例
　1年前に「2カ月間無料で、音楽聴き放題」というアプ
リに会員登録して、数回利用した。最近、クレジットカ
ードの利用明細書を見て毎月980円支払っていたことに

気付き、自動的に有料会員になっていたことが分かった。
解約したいが解約方法が分からない。
▶アドバイス
・  契約中はサービスを受けることができるが、利用して
いなくても料金が発生する

・  解約しない限り、契約は自動で更新され支払いが続く
登録前にホームページなどで利用規約や解約方法をよ
く確認しましょう。

サブスクリプションサービス（サブスク）の解約トラブルに注意！

　こんにちは！職員Mです。市では、将来
の日野のありたい姿を描く、2030ビジョンを
策定します。
　これまでのアンケートやヒノタネタウンミ

ーティングで出た意見をまとめ、読みやすく手に取ってもらえる
2030ビジョンを目指しています。
　内容をより理解していただくために、ビジョンのマンガ版を制
作中です。マンガ家の白瀬いとしさん（市内在住）にご協力いただ
き、6月頃に公開予定です。白瀬さんは「日野市に引っ越してきて
から豊かな自然を感じ、活気あふれるイベントに参加するうちに
日野のことをどんどん好きになっていきました。日野の未来を市
民の方と共に考えるプロジェクトに携わることができてうれしく思
います。日の照る街にタネをまき、花を咲かせていく。そんなマ
ンガを描けるよう頑張ります！」と意気込みを語ってくれました。
　誰でも日野の未来を身近に感じられるように、一人ひとりが未
来のためにタネをまき、花を咲かせることを目指して今後も取り
組んでいきます。

1022567ID
問企画経営課（☎042-514-8038）

2030ビジョンマンガ版を制作中！2030ビジョンマンガ版を制作中！vol.8

消費生活
センターから

　三角点公園という変わった名前の公園が百草896-11に
あります。三角関数の原理を用いて距離を計測する方法
を三角測量といいますが、三角点とは、三角測量の際に
経度、緯度、標高の基準になる点のことです。明治時代
に正確な地図を作るため、参謀本部陸地測量部によって、
見晴らしの良い場所に約4km間隔で三角点が設置されま
した。全国に約11万点の三角点があるといわれ、現在は国
土地理院の管理下にあります。三角点の位置は、多くが
地面に埋設された標石で表され、地図記号は「△・」です。
　七生村役場文書によると、明治35年（1902）4月28日、三
沢字九号神明峰1307番の山林に三等三角点が選定されま
した。百草896番の隣接地で、ここが公園名の由来となっ
た三角点です。
　さらに同年5月22日、南平字十九号七

なな

曲
まがり

911番の山林に、

三等三角点が選定されました。現在
の多摩動物公園内みはらし広場の位
置です。これらは6月に出張測量官の
実地踏査を経て、正式に標石が建て
られました。標石を建設する敷地一
坪は買い上げてくれることになって
いましたが、七生村の場合、土地の
所有者は無料で貸地にしました。
　このほか市内には、大坂上二丁目
にも三等三角点があります。三角点
は私有地にあって実際に見ることが難しい場合も多いで
すが、まずは地形図などから探してみてください。なお、
土地の改変などで、かつては存在したものの現存しない
三角点もあります。

明治時代からある三
さ ん

角
か く

点
て ん

1022565ID
問郷土資料館

（☎042-592-0981）60

▲三角点について書か
れた七生村役場文書

「ひのった」健康NOTE
第75回 テーマ：帯

たい

状
じょう

疱
ほう

疹
しん

1020580ID

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

·		帯状疱疹の特徴的な症状は、痛みを伴う小さな水
疱です。気になる症状がある場合は、早めに受診
しましょう。

症状があったらすぐに病院に行った方がいいのかな？

人にうつしてしまうことはあるのかな？

　「帯状疱疹」という病気を知っていますか？ 水ぼ
うそうにかかったことがある人が、ストレスや免疫
力の低下により再度症状を引き起こす皮膚の病気
です。多くの場合、ピリピリするような痛みを伴う
小さな水

す い

疱
ほ う

ができます。発熱やリンパ節の腫れが出
現することもあります。

　水痘ワクチンを接種していないなど免疫を持た
ない人が接触すると、感染して水ぼうそうを発症す
ることがあります。周囲への感染を防ぐために、水
疱を覆うなど触らないようにして、手洗いもしっか
り行いましょう。

　その通りです。治療にはウイルスの増殖を抑える
薬があり、できるだけ早く治療を始めたほうが効果
的だと言われています。

今回の
まとめ
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