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日時 ４/１１㈯１０：００～１１：３０
内容 童謡・唱歌など
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 申込制で先着４０人
申 ４/３㈮９：００から電話
 

日時 ４/１６㈭１０：００～１１：３０
内容 サクラ・サクラ（柚月裕子
作）、お客様（群ようこ作）など
講師 朗読の会「うづき」の皆さま
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 申込制で先着２０人
申 ４/３㈮９：００から電話
 

　高齢者対象事業を一緒に企
画・運営していただける方のた
めの説明会を開催します。
日時 ４/２３㈭１０：００～１２：００
申 ４/２２㈬までに電話
 

日時 ４/２５㈯１０：００からと１３：３０
から
会場 福祉支援センター
内容 昭和２０年３月１０日未明の
東京大空襲を背景に、戦争によ
り運命を翻弄される一人の女性
を描いた作品
出演 工藤夕貴、佐野圭亮など
定員 申込制で各回先着５０人
申 ４/３㈮９：００から電話
 

日時 ４/２６㈰１４：００～１６：００
会場 ひの煉瓦ホール（市民会
館）※直接会場へ
講師 鈴木章生氏（服部栄養専門
学校教授）
定員 先着２００人

4・5月の催4・5月の催しし

程久保うたごえパーク
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

名作鑑賞会～朗読サロン
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

高齢者事業市民企画委員募集
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

公民館映画会　戦後７０年
特集「戦争と青春」
問　中央公民館高幡台分室（緯
５９２－０８６４）

ひの市民大学開講式～記
念講演会「食生活と健康」
問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）

 

　映画会を一緒に企画・運営し
ていただける方のための説明会
を開催します。
日時 ５/８㈮１４：００～１５：００
対象 市内在住・在勤・在学者
 

日時 ５/１３～６/３の毎週水曜日
１３：３０～１５：００
会場 豊田駅北交流センター
内容 文字入力、インターネット
検索サイト活用術など
講師 NPO法人シニアネットク
ラブ
定員 １８人※申込多数の場合は
抽選
申 ４/３㈮９：００～１７㈬に中央
公民館へ電話または窓口へ
 

日時・会場 ① 毎  週  水  曜  日 １０：００～
まい しゅう すい よう び

１２：００… 中  央  公  民  館 など② 毎  週 
ちゅう おう こう みん かん まい しゅう

 水  曜  日 １９：００～２１：００… 七  生  福  祉 
すい よう び なな お ふく し

センター③ 毎  週  金  曜  日 １９：００～
まい しゅう きん よう び

２１：００… 中 
ちゅう

 央  公 
おう こう

 民  館 など
みん かん

対象  市  内  在  住 ・ 在  勤 ・ 在  学 の 外 
し ない ざい じゅう ざい きん ざい がく がい

 国  人 の 方 、 帰  国  者 
こく じん かた き こく しゃ

費用 テキスト 代  実  費 
だい じっ ぴ

主催  日  野  国  際  友  好 クラブ
ひ の こく さい ゆう こう

 

　公民館だよりは年４回程度発
行しています。取材や編集を一
緒に行っていただける市民の編
集委員を募集します。会議は主
に中央公民館で行います。
申 電話
 

日時 ５～１２月の土曜日※日程な
ど詳細は後日説明
会場 ①東光寺小東側②都営平
山アパート東側
内容 月１回程度水田で作業、輪
番制による見回りなど
対象 小学生以下は保護者同伴
定員 申込制で①先着２５人②先
着４０人※親子参加優先
費用 ５００円※小学生未満無料
申 ４/３㈮９：００から電話
問 ①中央公民館（緯５８１－７５８０）
②同館高幡台分室（緯５９２－
０８６４）

映画会市民企画運営委員募集
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

成人事業・超初心者向けイ
ンターネット入門講座～パ
ソコン使って楽々ライフ
問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）

 外  国  人 のための 日  本  語  教  室 
がい こく じん に ほん ご きょう しつ

問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）

公民館だよりの編集委員募集
問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）

田んぼの学校参加者募集

 

日時・内容 月１回…定例会（夏合
宿、クリスマス会、バスハイク
など）、毎月第２土曜日…リト
ミック教室
対象 義務教育年齢で、特別支援
教育を受けているお子さまと保
護者※ボランティアも随時募集
 

 

 

日時 １７㈮１０：００～１８：００
会場 ひらやま保育園
対象 小学３年生以下は保護者
同伴
持ち物 初めて借りる方は、本人
確認ができる書類
 

 

内容 誕生会への招待や情報の
提供
対象 ２・３歳児※平成２６年度登
録された方も再登録が必要。詳
細は各幼稚園へ問い合わせを
問 第二幼稚園（緯５９１－４１２５）、
第三幼稚園（緯５８１－７１２７）、第
四幼稚園（緯５８３－３９０３）、第五
幼稚園（緯５９２－０４３２）、第七幼
稚園（緯５８６－３７７０）
 

 

日時 １４㈫１０：３０～１１：３０
対象 １歳以上の幼児と保護者
 

日時 １５㈬１０：３０～１１：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセン
ター
対象 乳幼児と保護者

障害児少年学級～学級生募集
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

4月の保育4月の保育園園

さくら文庫～絵本の閲覧 
・貸し出し
問　ひらやま保育園（緯５８１－
９２２５）

4月の幼稚4月の幼稚園園

平成２７年度「プチっこエ
ントリー」開始

4月の児童4月の児童館館

こあらひろば～手遊び・
読み聞かせなど
会場・問　あさひがおか児童館
（緯５８３－４３４６）

移動児童館「みんなであそぼう」
～手遊び・ふれあい遊びなど
問　さかえまち児童館（緯５８５
－８２８１）

 

日時 １４㈫１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １４㈫１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １５㈬１５：００～１６：３０
対象 新小学１年生
定員 申込制で先着２０人
申 ３㈮９：３０から来館または電
話
 

日時 １５㈬ ①１０：３０～１１：００②１１：
１５～１１：４５
内容 手遊び、保護者交流など
対象 ①３～８カ月児と保護者
②９～１２カ月児と保護者
 

日時 ２１㈫１５：００～１６：００
対象 新小学１年生
 

日時 ２４㈮１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２８㈫１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 毎週土曜・日曜日１３：００～
１４：００
対象 小学生
持ち物 一輪車※貸し出し台数限
りあり

わくわくひろば～手遊び
・ふれあい遊びなど
会場・問　ひの児童館（緯５８１－
７６７５）

こあらひろば～体操・手
遊び・簡単制作
会場・問　もぐさだい児童館（緯
５９１－７００１）

新１年生集まれ～館内ツアー、
お楽しみゲームを楽しもう！
会場・問　ひらやま児童館（緯
５９２－６８１１）

ベビークラス
会場・問　みなみだいら児童館
ぷらねっと（緯５９９－０１６６）

おいでよ１年生！～児童館
の案内、大学生と遊ぼう
会場・問　しんめい児童館（緯
５８３－６５８８）

えほんの会～絵本の世界
をのぞいてみませんか？
会場・問　みさわ児童館（緯５９１－
３４５６）

きらきら～体操・手遊びなど
会場・問　まんがんじ児童館（緯
５８３－３３０９）

一輪車タイム
会場・問　たまだいら児童館ふ
れっしゅ（緯５８９－１２５３）

(☎0120－489－571※9：00～19：00）(☎0120－489－571※9：00～19：00）(☎0120－489－571※9：00～19：00）お申し込みは、大成荘お申し込みは、大成荘お申し込みは、大成荘大成荘荘大成荘大大大大大大大大大大大大八ケ岳高原八ケ岳高原八ケ岳高原
山梨県北杜市高根町清里3545‒1山梨県北杜市高根町清里3545‒1山梨県北杜市高根町清里3545‒1
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★７月の休館日変更のお知らせ
　７月の休館日は１４㈫〜１６㈭です。

空室状況（４月）※３/２０現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
水火月日土金木水火月日土金木水

休館日○○○休館日○○△○○害
３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６
木祝火月日土金木水火月日土金木
○○○○○○○○○○○○○○貸切

広報　　　　第1348号  27．4．1 ●20市役所　代表緯 585−1111
死soudan@city.hino.lg.jp●21

日時　２４㈮９：３０〜１１：３０
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間３０分
会場　平山 季  重 ふれあい館

すえ しげ

申　１㈬〜７㈫に電話で※土曜・日
曜日を除く。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４月の市民相談
みさわ児童館
７㈫９：４５〜１１：００
あさひがおか児童館
１３㈪９：４５〜１１：００
ひらやま児童館
１７㈮９：４５〜１１：００
生活・保健センター
２４㈮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※２９日を
除く
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
９㈭・１４㈫・２３㈭・２８㈫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５階５０２会議室
８㈬９：００〜１２：００
市役所３階３０１会議室
８㈬１３：００〜１６：００
２２㈬９：００〜１６：００
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

２㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を登記相登記相談談

２２㈬…１０：００〜１６：００
※相談日前日から予約を税務相税務相談談

１５㈬…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を不動産相不動産相談談

３㈮・１６㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を
※５/１㈮は４/３０㈭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

１７㈮…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を労働相労働相談談

※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）

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☎

６㈪・２７㈪…１３：３０〜１６：００
７㈫・１４㈫・２１㈫・２８㈫…９：３０〜１６：００
※月曜から次週分の予約受け付け
※５/１１㈪・１２㈫は４/２７㈪から予約を

法律相法律相談談
（多重債務含む（多重債務含む））

１８㈯…９：３０〜１６：００
※６㈪から予約を
※５/１６㈯は４/２７㈪から予約を

土曜法律相土曜法律相談談

３㈮…１３：３０〜１６：００
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

９㈭…９：３０〜１６：００
２３㈭…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））

１０㈮…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


