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　童謡・唱歌などさまざまな歌
を、電子ピアノ・箏、クラリネ
ットの生演奏にあわせてみんな
で一緒に歌います。
日時 ９㈯１０：００～１１：３０
会場 同分室
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 ４０人
申 電話
 

 

 

日時 毎週土曜・日曜日１３：００～
１４：００
会場 同館
対象 小学生
 

日時 １６㈯９：３０～１２：４５※受け付
けは１２：００まで
会場 ひらやま児童館、七生台地
区センター
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴
 

日時 １６㈯１０：００～１２：００
会場 同館
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴
 

日時 １６㈯１０：００～１２：３０
会場 同館
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴

5月の催5月の催しし

程久保うたごえパーク
問　中央公民館高幡台分室（緯
５９２－０８６４）

児童館・幼稚園・
保育園の
イベント

児童館・幼稚園・
保育園の
イベント

児童館・幼稚園・
保育園の
イベント

児童館・幼稚園・
保育園の
イベント
5月の児童5月の児童館館

一輪車タイム
問　たまだいら児童館ふれっ
しゅ（緯５８９－１２５３）

ひらじこどもまつり２０１５
問　ひらやま児童館（緯５９２－
６８１１）

こどもまつり～作ろう・遊ぼう
問　しんめい児童館（緯５８３－
６５８８）

こどもまつり～作ろう・遊ぼう
問　ひの児童館（緯５８１－７６７５）

 

日時 １７㈰１０：００～１２：３０
会場 同館
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴
 

日時 １７㈰１０：００～１２：００
会場 同館
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴
 

日時 ２２㈮１０：３０～１１：３０
会場 同館
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １７㈰１０：００～１２：００、１３：００～１４：３０
会場 同館
内容 午前…作ろうコーナーな
ど、午後…お楽しみ企画
対象 １８歳未満の方※乳幼児は
保護者同伴
 

 

日時 ７㈭９：１５～１１：００
会場 同園
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １２㈫９：３０～１１：１５
会場 同園
対象 乳幼児と保護者
 

 

日時 １１㈪・１８㈪１０：００～１１：００
会場 同園
対象 未就園児と保護者
 

日時 ２２㈮９：４５～１１：３０
会場 同園
対象 未就園児と保護者

あさひっこまつり
問　あさひがおか児童館（緯
５８３－４３４６）

もぐさこどもまつり
問　もぐさだい児童館（緯５９１
－７００１）

ひろば～えほんの会
問　みさわ児童館（緯５９１－３４５６）

わいわいこどもまつり
問　さかえまち児童館（緯５８５
－８２８１）

5月の幼稚5月の幼稚園園

ひよこの日～お花の種を
植えましょう
問　第四幼稚園（緯５８３－３９０３）

なかよしキッズ～遊べる
おもちゃを作ろう
問　第三幼稚園（緯５８１－７１２７）

5月の保育5月の保育園園

保育園で遊ぼう
問　たかはた台保育園（緯５９１
－２２３１）

園庭で遊ぼう
問　みさわ保育園（緯５９１－６１３１）
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※夏休み期間の申し込みは５/８㈮（必着）です。詳細は日野市企業公社 をご覧ください　
HP

空室状況（５月）※４/２１現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

広報　　　　第1350号  27．5．1 ●20市役所　代表緯 585−1111
死soudan@city.hino.lg.jp●21

１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
土金木水火月日土金木振休祝祝祝土金
○○移動教室○○○○○××××害

３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７
日土金木水火月日土金木水火月日
○○○移動教室○△○移動教室○

７㈭…１３：３０〜１６：００
※５/１㈮から予約を登記相登記相談談

２７㈬…１０：００〜１６：００
※相談日前日から予約を税務相税務相談談

２０㈬…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を不動産相不動産相談談

１㈮・２１㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を

相続・遺言等暮相続・遺言等暮らら
しの書類作成相しの書類作成相談談

１５㈮…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を労働相労働相談談

市役所１階 市民相談窓口で受け付けする相市役所１階　市民相談窓口で受け付けする相談談 市長公室市民相談担当　代表☎

１１㈪・２５㈪…１３：３０〜１６：００
１２㈫・１８㈪・１９㈫・２６㈫…９：３０〜１６：００
※月曜日から次週分の予約受け付け、
６/１㈪、２㈫は５/２５㈪から予約

法律相法律相談談
（多重債務含む（多重債務含む））

１６㈯…９：３０〜１６：００土曜法律相土曜法律相談談

１㈮…１３：３０〜１６：００
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

１４㈭…９：３０〜１６：００
２８㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を

人権身の上相人権身の上相談談
（子どもの相談含む（子どもの相談含む））

８㈮…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を交通事故相交通事故相談談 ※市政に対する一般相談は毎週月曜〜金曜日（祝日を除く）の８：３０〜１７：１５

に受け付け。予約などの受け付けは電話で８：３０から（先着順）

問　中央公民館（☎５８１－７５８０）
　公民館を利用しているサークルの皆さまが、日ごろ
の活動の成果を発表するまつりです。１６日は「ひのじ
どうかんこどもまつり」も同時開催です。
日時　５/１６㈯･１７㈰１０：００～１６：００※１７日は１５：００まで
会場　中央公民館、中央福祉センター
※公共交通機関または自転車・徒歩での来場を

５/１７㈰５/１６㈯会場
・キーマカリー、ケーキ、コーヒー、紅茶など
・切り絵、活動紹介

中央公民館

・１３：００から朗読
・１３：３０からギター演奏

・１０：３０からフルートとオカリ
ナ演奏

・１１：００から人形劇
・１１：３０からウクレレ演奏
・１１：３０からハーモニカ演奏
・１２：３０からリコーダー演奏
・１３：３０からウクレレ演奏
・１４：００から女声合唱
・１４：３０からマンドリン演奏
・１５：３０から男声合唱

・手打ちそば・手打ちうどん
・タティングレースの小物（体験もあり）

・１２：００から囃子・１０：３０から囃子

公民館前広場

・１１：３０からインドネシア舞踊
・１３：３０から剣術演武・体験
・焼きそば、フランクフルト、バザー、クッキー販売、フリー
マーケット、ゴキブリ退治の団子づくり、地元産野菜・バラ
の販売、調理パン（１６日のみ）、おもちゃ修理など

・陶芸作品展示、木彫
・活動展示
・ステンドグラス作品展示
・デジタル写真展示
・水墨画展示
・囲碁体験

中央福祉セン
ター

公民館まつり～出会いふれあい学び合い
日時　２１㈭９：３０〜１１：３０
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間３０分
会場　落川交流センター
申　１㈮〜１２㈫に電話で予約を※事
前に相談内容を詳しくお伺いします
問　市民相談担当　代表緯

市市長長
相相談談

地域子ども家庭支援センター多摩平
毎週月曜〜土曜日９：３０〜１６：３０
緯589－1262
地域子ども家庭支援センター万願寺
火曜日を除く毎日９：３０〜１６：３０
緯586－1171
あさひがおか児童館
毎週月曜〜金曜日１０：００〜１６：００
緯586－1184
さかえまち児童館
毎週月曜〜金曜日１０：００〜１６：００
緯585－8282
ひらやま児童館
毎週月曜〜土曜日１０：００〜１５：００
緯592－6888

子育子育てて
相相談談

子ども家庭支援センター
毎週月曜〜土曜日９：００〜１７：００
緯599－6670

子ども家子ども家庭庭
総合相総合相談談

子ども家庭支援センター
毎週月曜〜土曜日９：００〜１７：００
緯599－5454（虐待相談電話）

子ども子どものの
虐待相虐待相談談

※いずれも祝日を除く５月の市民相談
さかえまち児童館
１１㈪９：４５〜１１：００
生活・保健センター
２２㈮９：４５〜１１：００
いずれも緯581－4111（健康課）

乳幼乳幼児児
相相談談

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８：３０〜１７：１５
（原則予約制）
問　セーフティネットコールセンター　代表緯

ひとりひとり親親
家庭相家庭相談談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜〜金曜日１０：００〜１７：００
緯589－8877（総合受付）
緯514－8028（子どものこころ電話相談）

教教育育
相相談談

生活・保健センター
毎週月曜〜金曜日８：３０〜１７：１５
（電話予約）
緯581－4111（健康課）

健康相談健康相談・・
食生活相食生活相談談

生活・保健センター
毎週月曜〜金曜日９：３０〜１２：００、
１３：００〜１６：００
緯581－3556（消費生活相談室）

消費生消費生活活
相相談談

男女平等推進センター
（多摩平の森ふれあい館２階）
毎週火曜日１８：００〜２１：００
毎週水曜日９：４５〜１６：００
緯587－8177男女平等課
※予約制（電話・面接）
※保育あり（１週間前までに予約）

女性相女性相談談

市役所１階福祉オンブズパーソン室
７㈭・１２㈫・２１㈭・２６㈫９：１５〜１１：３０
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　代表緯

福福祉祉
オンブオンブズズ
パーソパーソンン
苦情相苦情相談談

福祉支援センター
第２・第４金曜日１３：００〜１６：００
緯591－1561（日野市社会福祉協議会）

福祉の仕福祉の仕事事
なんでなんでもも
相相談談

市役所３階３０１会議室
１３㈬９：３０〜１６：００
市役所５階５０２会議室
２７㈬９：３０〜１６：００
いずれも電話予約制
問　産業振興課　代表緯

創創業業
相相談談

多摩パブリック法律事務所（立川市）
３０㈯１０：００〜１６：００※１１㈪から電話
緯042－548－2450
月曜〜金曜日（同法律事務所）

無料法無料法律律
相相談談

　ひの市民大学は「いつでも・どこでも・だれでもが学
習できる場」をキャッチフレーズに、市民の皆さまの
企画運営で提供しています。どなたでも参加できます。
◎西洋美術史家が見た浮世絵の魅力～北斎・変幻自在のデザイン～

講師内容日程
斎藤陽一氏
（元ＮＨＫ制作プロ
デューサー）

絵師“北斎”誕生５/１３㈬
名作「富嶽三十六景」刊行２０㈬
肉筆画への傾倒２７㈬

◎維新開明の指導者『木戸孝允』について
講師内容日程

若松茂美氏
（マッキンゼー・ア
ンド・カンパニー元
パートナー）

長州志士として倒幕で活躍。西郷隆盛、大久
保利通と並んで「維新三傑」の一人として、
明治政体の確立に尽力した木戸孝允の人物像
を語る。

６/７㈰

◎音楽よもやま話～魅惑のムードミュージック～
講師内容日程

蓑茂栄利氏
（元㈱エムシーキャ
ビン音楽出版代表取
締役）

恋はみずいろ（ポール・モーリア・グランド・
オーケストラ）、エデンの東（ビクター・ヤン
グ・オーケストラ）など

６/３㈬

真珠貝の歌（ビリー・ヴォーン・オーケスト
ラ）、渚のアデリーヌ（リチャード・クレイダ
ーマン）など

１４㈰

ムーン・リバー（ヘンリー・マンシーニ・オ
ーケストラ）、レッツ・ダンス（ベニーグッド
マン）など

２１㈰

※いずれも　時間　１４：００〜１６：００　会場　市民の森ふれあいホール※直接会場へ

平成２７年度 ひの市民大学開講
問　中央公民館（☎５８１－７５８０）


