
保育園・児童館の
イベント
2月の保育園

節分集会＆保育園であ
そぼう
会場・問 たかはた台保育園

（☎5₉1-２２３1）
日時 ２㈮1₀:₀₀～11:₀₀ 対象 未就
園児と保護者

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

日時 ２㈮・16㈮1₀ :₀₀～1８ :₀₀
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

園庭であそぼう
会場・問 み さ わ 保 育 園（ ☎
5₉1-61３1）

日時 ８㈭₉:45～11:３₀※雨天中止
対象 未就学児と保護者

2･3月の児童館

まめまきのつどい
会場・問  みなみだいら児童
館ぷらねっと（☎5₉₉-₀166）

日時 ２/３㈯1₀:３₀～11:３₀ 内容 鬼
のお面作り、まめまき 対象 幼
児は保護者同伴

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば
問 ひの児童館（☎5８1-₇6₇5）

日時・会場 ２/6㈫…ひの児童館、
２₇㈫…東町交流センターいずれ
も1₀:３₀～11:３₀ 内容 ふれあい遊
び、手遊びなど 対象 乳幼児と
保護者

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら
会場・問 まんがんじ児童館

（☎5８３-３３₀₉）
日時 ２/6㈫1₀:３₀～11:３₀ 内容 体
操、手遊びなど 対象 乳幼児と
保護者

世界でたった一つのてづ
くり展～ １キューブの世界
会場・問 あさひがおか児童
館（☎5８３-4３46）

日時 ２/₇㈬・８㈭1₀:３₀～1３:₀₀、
14:₀₀～1₇:₀₀ 内容 地 域 の 子 供
や保護者の手作り作品展示※手
作りおもちゃで遊ぶコーナーあ
り 対象 乳幼児は保護者同伴

パパとあそぼう
会場・問 さかえまち児童館

（☎5８5-８２８1）
日時 ２/1₇㈯1₀:３₀～11:３₀ 内容
ふれあい遊び、体操など 対象
乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～おひさまタイム
問 ひらやま児童館（☎5₉２-
6８11）

日時 ２/２1㈬1₀:３₀～14:３₀※14:３₀
～16:３₀移動児童館ドリーム号
がやってきた！開催 会場 上田
地区センター 内容 遊具遊びな
ど対象 乳幼児と保護者

クッキング～ふわふわチョ
コレートカップケーキ
会場・問 しんめい児童館（☎
5８３-65８８）

日時 ２/２1㈬15:₀₀～16:３₀ 対象
小学1年生以上 定員 ２₀人※申込
多数の場合は抽選 費用 1₀₀円 
申込 ２/5㈪16:₀₀～16㈮1８:₀₀に
電話

乳幼児自由参加ひろば
～えほんの会
会場・問 み さ わ 児 童 館（ ☎
5₉1-３456）

日時 ２/２３㈮1₀:３₀～11:３₀ 対象
乳幼児と保護者

音楽室Free（無料開放）
会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎5８₉-1２5３）

日時 ２/２4㈯1₇:３₀～1８:３₀ 対象
中学・高校生 持ち物 楽器※無
くても可。ドラム、アンプ、電
子ピアノ完備

春のハイキング～相模
原麻溝公園で遊ぼう！
問 もぐさだい児童館（☎5₉1-
₇₀₀1）

日時 ３/1₀㈯８:３₀京王線高幡不動
駅改札前集合、16:３₀解散 対象
２/２８㈬こども準備会に参加でき
る小学生 定員 申込制で先着３₀
人 費用 4₀₀円 申込 ２/1₀㈯₉:３₀
から来館

公民館の催し
程久保うたごえパーク
会場・問 中央公民館高幡台
分室（☎5₉２-₀８64）

日時 ２/1₀㈯1₀:₀₀～11:３₀ 内容
生演奏にあわせて童謡・唱歌な

どを歌う 対象 おおむね6₀歳以
上の方 定員 申込制で先着4₀人
申込 ２ /4㈰₉:₀₀から電話または
来館

実用①ワード②エクセル講座
会場・問 中央公民館高幡台
分室（☎5₉２-₀８64）

日時 ①２/1₇㈯・２4㈯②３/３㈯・
1₀㈯いずれも14:₀₀～16:₀₀ 内容
①長文レポートに挑戦、見出し
や自動的に目次を作る機能を学
ぶ②関数とデータベース機能を
学ぶ 講師 松村良氏（パソコン
講師）対象 パソコン入力がス
ムーズにできる方 定員 各15人
費用 各54₀円（教材費）申込 ２/３
㈯₉:₀₀から電話または下記QR
コードから電子申請
① ②

洋画家小島善太郎を学ぶ～善太郎
の魅力と梅の百草画荘を訪ねて
問 中央公民館（☎5８1-₇5８₀）

日時・会場 ①２/２３㈮…中央公民
館②２₇㈫…小島善太郎記念館い
ず れ も14:₀₀～16:₀₀ 内容・講師  
①善太郎の生涯とその魅力につ
いて…川俣高人氏（八王子市夢
美術館館長）②記念館見学、善
太郎作品解説など…小島敦子氏

（善太郎次女）対象 市内在住・
在勤・在学者 定員 申込制で先
着①5₀人②２₀人 申込 ２/３㈯₉:₀₀
から電話または来館

国際理解講座「意外な魅力を
持つ国～ジンバブエ共和国」
会場・問 中央公民館（☎5８1-
₇5８₀）

　かつてアフリカの穀倉地帯と
呼ばれた国も、経済改革により
世界の最貧国へ。行ってみると
意外と治安も良く、教育制度も
しっかりしており、豊かな自然
に恵まれ世界３大瀑布のビクト
リアの滝も人気急上昇。そんな
ジンバブエについて、元青年海
外協力隊の方にお話し頂きま
す。
日時 ２/２5㈰1３:₀₀～15:₀₀ 講師
木下知美氏（元青年海外協力隊
員）定員 申込制で先着5₀人 協働
日野国際友好クラブ 申込 ２/３㈯
₉:₀₀から電話または来館
押絵で作る花と干支
問 中央公民館（☎5８1-₇5８₀）

日時 ３/1㈭、15㈭14:₀₀～16:₀₀
会場 平山交流センター 内容 型

を抜いた厚紙を和紙や布でくる
み、貼り重ねてふっくらとした
立体的な絵を作る 講師 鈴木鈴
雅氏（押絵指導者）対象 おおむ
ね5₀歳以上の市内在住・在勤・
在学者 定員 15人 費用 5₀₀円（材
料費）申込 ２/３㈯₉:₀₀から電話
または来館

ひの市民大学～享徳の
乱＆応仁の乱
会場・問 中央公民館（☎5８1-
₇5８₀）

　応仁の乱の1３年前に関東から
始まった享徳の乱。戦国時代の
始まりを再考察します。
日時 ３/２㈮・₉㈮14:₀₀～16:₀₀
講師 峰岸純夫氏（東京都立大学
名誉教授）定員 申込制で先着
₇₀人 申込 ２/３㈯₉:₀₀から電話ま
たは来館
民主主義と憲法～いま
憲法を考える
問 中央公民館（☎5８1-₇5８₀）

日時 ①３/4㈰ ②11㈰ い ず れ も
14:₀₀～16:₀₀ 会場 中央福祉セン
ター 内容・講師 ①民主主義と憲
法～いま考える…小森陽一氏

（東京大学大学院教授）、原田謙
介氏（YouthCreate代表）②多
数決と憲法～社会的選択理論と
は…坂井豊貴氏（慶應義塾大学
経済学部教授）対象 市内在住・
在勤・在学者 定員 申込制で先
着4₀人 申込 ２/３㈯₉:₀₀から電話
または来館

熊本地震から学ぶ～もし
も！いざ！地震がきたら
会場・問 中央公民館（☎5８1-
₇5８₀）

日時 ３/1₇㈯14:₀₀～16:₀₀ 内容 熊
本地震の体験談を聞いて防災に
ついて学ぶ 講師 大島唯司氏（都
立松が谷高校教諭）定員 申込制
で先着4₀人 申込 ２/３㈯₉:₀₀から
電話または来館

ひの市民大学企画運営委員募集
問 中央公民館（☎5８1-₇5８₀）

任期 4/1～平成３1年３/３1 対象 月
1回程度の企画会議と講座の運
営などに出席できる市内在住・
在勤・在学者 定員 若干人 申込 
２/２８㈬（必着）までに〒1₉1-₀₀11
日 野 本 町₇-5-２３中 央 公 民 館

（ pubhall@city.hino.lg.jp）
へ郵送、メールまたは持参。「ひ
の市民大学企画運営委員応募」
として、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、応募動
機（２₀₀字程度）を記入

談談
含む

法律相法律相
（多重債務（多重債務含む））

※※※※
フリーダイヤルフリーダイヤル よやくよやく ごあんないごあんない

http://www.kousha.jp/http://www.kousha.jp/

お申し込みは、大成荘

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（☎514－8094）　

17㈯9：30～16：00
※相談時間30分。5㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

※いずれも祝日を除く

問

16㈮13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を労働相談

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
☎589‒1262

火曜日を除く毎日9：30～16：30
☎586‒1171

地域子ども家庭支援センター万願寺

毎週月曜～金曜日10：00～16：00
☎586‒1184

あさひがおか児童館

毎週月曜～金曜日10：00～16：00
☎585‒8282

さかえまち児童館

毎週月曜～土曜日10：00～15：00
☎592‒6888

ひらやま児童館

子育て
相談

2月の市民相談

子ども家庭支援センター

同センター（☎599‒6670）
毎週月曜～土曜日9：00～17：00子ども家庭

総合相談 問

生活・保健センター

　 消費生活センター（☎581‒3556）
13：00～16：00
毎週月曜～金曜日9：30～12：00、消費生活

相談
問

市役所２階セーフティネットコールセンター

セーフティネットコールセンター
（☎514‒8546）
　 　

（原則予約制）
毎週月曜～金曜日8：30～17：15ひとり親

家庭相談
問

市役所1階福祉オンブズパーソン室
2㈮・7㈬・21㈬・26㈪
9：15～11：30
いずれも事前予約制

福祉
オンブズ
パーソン
苦情相談 福祉政策課福祉オンブズパーソン

担当（☎514‒8469）　
問

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
※予約制（電話・面接）
※手話・保育あり
　（10日前までに予約）

女性相談

男女平等課（☎587‒8177）問

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日
8：30～17：00（電話予約）

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談 健康課（☎581‒4111）問

エール（発達・教育支援センター）

毎週月曜～金曜日10：00～17：00
☎589‒8877（総合受付）

☎514‒8028（子どものこころ電話相談）

毎週月曜～金曜日9：00～18：00教育
相談

創業
相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）

※電話予約制。相談時間1時間
毎週水曜日10：00～16：00

産業振興課（☎514‒8442）問

子どもの
虐待相談

子ども家庭支援センター

虐待相談電話（☎599‒5454）
毎週月曜～土曜日9：00～17：00
問

交通事故相交通事故相談談 9㈮13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相行政相談談 2㈮13：30～16：00
※相談時間30分。先着順で当日受け付け

人権身の上相談
（子供の相談含む）

8㈭9：30～16：00
22㈭13：30～16：00
※相談時間40分。相談日前日から予約を

2㈮･15㈭13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談
相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

市長
相談

21㈬13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を不動産相談

1㈭13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を登記相談

税務相談 2月の税務相談はありません

23㈮9：30～11：30
※日程変更・中止の場合あ
り。相談時間30分
 エール（発達・教育支援センター）
 1㈭～7㈬に電話で予約を
※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
　市民相談担当（☎514‒8094）問

申込
会場

5㈪･26㈪13：30～16：00
6㈫･13㈫･20㈫･27㈫9：30～16：00
※相談時間30分。月曜日から次週分の
　予約受け付け
20㈫は13㈫から、3/5㈪･6㈫は2/26㈪
から予約を

妊婦・
乳幼児
相談

さかえまち児童館
5㈪9：45～11：00
生活・保健センター
23㈮9：30～10：45
　 健康課（☎581‒4111）問

※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）

※2名様ご宿泊大歓迎キャンペーンを実施中！　※4月の休館日は9㈪～11㈬です
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

10 11 12 13 14 15 169
木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 振休 火 水 木 金

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

※1/22現在空室状況（2月） ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

休館日休館日

21 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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