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市政のお知らせ・催し

紫波町出身の巽聖歌

「水口」の詩碑
　童謡「水口」は、田の
水の取り入れ口の中
を泳ぎ、群れるオタマ
ジャクシを見た巽聖
歌が、大正14年(1925)
に作詩したものです。
北原白秋に絶賛され
たことで、巽聖歌の出
世作となりました。
　この詩が刻まれた
石碑は、紫波町の紫波
運動公園内に設置さ
れています。

みな くち

姉妹都市盟約締結 5 周年

岩手県 紫波町
童謡「たきび」の作詩者・巽聖歌がつないだ縁

たつみせいか
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明星大学は2018年から紀の國屋と共同で新商品開発の取り組みを行っており、これまでも日野レッドドルフィンズを応援するためのお菓子や、日野産農産物を使用
したお菓子を考案し、紀の國屋が商品化。日野市のふるさと納税返礼品としても活用されています。

　「まん福」は、明星大学経営学部の学生がア
イデアを出し、日野市の御菓子処・紀の國屋が
商品化した姉妹都市PRのお土産品です。学生
55人から提案のあっ
た複数の商品案の中
から、日野市と紫波
町の関係者による審

査を経て決定しました。姉妹都市5周年を
記念し、1月28日から販売しています。
　童謡「たきび」から連想される焼き芋
をモチーフに、日野産のサツマイモと市
内豆腐店「三河
屋」の豆乳を加
えて作ったス
イートポテト餡
を、紫波町産も
ち米「ヒメノモ
チ」に国産の紫
芋パウダーを練
り込んだ生地で
包んでいます。

紫波町紫波町
しわちょう

巽聖歌が
つないだ
姉妹都市

　紫波町は、北から南に北上川が流れ、東には北上
高地、西に奥羽山脈につながる丘陵地がある自然豊
かなまちです。八戸藩、奥州藤原氏ともつながる古
い歴史を感じさせる史跡もあります。
町の西部には、四季を問わずに登山が楽しめる
東根山があり、ふもとのあづまね温泉は、「美人の
湯」として知られ登山者の疲れを癒やしてくれま
す。東部は、ブドウ、リンゴなど果物の栽培が盛ん
で、「フルーツの里」として広く県内に知られていま
す。ワイン醸造所に併設したピザ作りやそば打ち体
験ができる施設もあります。
　日本三大杜氏の一つ、南部杜氏発祥の地として知
られる紫波町では、四つの酒蔵がおいしい水と酒米

を原料に、伝統の技術で味を磨いた個性豊かな日本
酒を作り続けています。
　岩手県内有数のブドウ生産量を誇る紫波町。栽培
から醸造、熟成まで、すべて紫波の地に根差したワ
インとブドウジュースは広く地域に親しまれてい
ます。また、町内産リンゴを使ったホップサイダー
も新たな特産品として注目を集めています。町内産
のもち米「ヒメノモチ」を食べさせて育てたその名
も「しわもちもち牛」は、もち米の甘味・コクのある
肉質です。
3～5月にかけての見どころは、なんといっても町

内各地に春の訪れを告げる花の競演です。城山公
園、五郎沼、滝名川堤防、志賀理和氣神社（赤石神社）
の参道など4月の中・下旬にかけ一斉に桜が咲き誇
ります。
　また、町の東部にある峠地区ではミズバショウが
5月上旬に見頃を迎え、東根山では登山道に咲くカ
タクリの群生が登山者の目を楽しませてくれます。

紫波町はこんなところ

▲「おいしいですよ!」紫波三中生が育
てたもち米「ヒメノモチ」は日野四中生
の販売であっという間に完売しました

たつみせいか

　巽聖歌は昭和48年4月に68歳で亡くなるまで日野
市旭が丘に住んでいました。平成10年に住んでいた家
の取り壊しがきっかけで関係資料の収集・整理、調査
が開始され、平成11年4月にはたきび会により旭が丘
中央公園に「たきび詩碑」が建立されました。
　その後、地元のたきび会、旭が丘商工連合会や地
域の皆さまと紫波町との交流が始まり、平成18年から
は、巽聖歌と詩碑の存在を広め、まちの一つの「顔」
にすることを目的として旭が丘中央公園で毎年「たき
び祭」が開催されるなど、継続的な市民交流が行わ
れています。
　平成29年の姉妹都市盟約締結以降は、ひの新選組
まつり、紫波町のオガール祭り、双方の産業まつりで

山屋のミズバショウ山屋のミズバショウ

稲穂ゆれる田園と新山高原稲穂ゆれる田園と新山高原

滝名川の桜と東根山滝名川の桜と東根山

冬の東根山冬の東根山

岩手県岩手県

紫波町紫波町

紫波町の観光情報

のPR物産販売、図書館での姉妹都市紹介、農産物直
売所（みなみの恵み、紫波マルシェ）での特産品販売
など、相互の交流が始まりました。
　また、平成30年からは紫波三中の生徒が修学旅行
で日野市を訪れ、旭が丘中央公園で生徒が育てた米
の販売や日野四中との交流事
業も行っています。今年は昨年
に続き、新型コロナウイルス感
染症の影響で来られない紫波
三中生に代わり、日野四中生が
紫波三中生の米の販売を行い
ました。

姉妹都市盟約締結5周年

岩手県岩手県

　 産業振興課(☎042-514-8461）

岩手県紫波町に生まれ、晩年を日野
市旭が丘で過ごした童謡「たきび」の作
詩者・巽聖歌が縁となり、姉妹都市盟約
を平成29年1月30日に締結してから5周
年を迎えました。
　巽聖歌が生まれたまち紫波町と日野
市との交流を紹介します。

あづまねさん

広がる姉妹都市交流

明星大学 × 紀の國屋 × 紫波町 × 日野市
ぷく

まつりでの▲▶
PR物産販売　　

販売店舗価格

明星大学経営学部
「まん福」提案リーダー
佐藤  はづき さん

明星大学経営学部
「まん福」提案メンバー
高橋  ひかる さん

明星大学経営学部
「まん福」提案メンバー

梅原 未来 さん、 金岡 柚希 さん、 酒井 優希 さん、
中村 美結 さん、 水野 里香 さん、 渡辺 拓登 さん

紀の國屋本店（☎042-581-1358)､豊田駅前店（☎
042-586-1358)､日野店（☎042-586-7180) など

5個入り
1,000円（税込）

姉妹都市5周年記念  PRお土産「まん福」発売

　たきびの詩碑が建立された頃から地道に紫波
町との交流を続けてきました。
　日野市と紫波町は童謡「たきび」でつながった
仲でもありますので、姉妹都市をきっかけに子ど
もたちの交流が生まれてほしいと思っていまし
た。「お互いのまちをもっと知ろう」という住民同
士のつながりが今後も続いて、それが住民全体の
交流へと広がってほしいと思います。

旭が丘商工連合会 副会長
田中  三雄 さん

紫波町観光交流協会
☎019-676-4477
　https://www.shiwa-kanko.jp/
紫波町産業部商工観光課
☎019-672-6913(直通)

人口：約33,000人 面積：238.98㎢

　商品名の「まん福」には、「罪
悪感なく心も体も満足」をコ
ンセプトに、「家事や育児、仕
事で疲れた人たちに、甘いも

のを罪悪感なく食べてほしい」という思いや、
「一つ食べただけでも満足感のあるお菓子」と
いう意味を込めました。卵や動物性の乳製品な
どを一切使用していないので、たくさんの方に
手に取っていただけたらうれしいです。

提案チームからの
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問
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し　が　り　わ　け
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元副市長問題
元副市長問題に対
する市民の皆さま
からの質問にお答
えします。 質問と回答

Q& A 政策法務課（☎042-514-8142）
区画整理課（☎042-514-8378）
保育課（☎042-514-8972）
企画経営課（☎042-514-8069）

Ａ　昭和36年10月から平成9年6月まで市職員として勤務し、退職後、平成21年6月までの3期12年を馬場市政の助
役、副市長として務めました。副市長退任後は、特別職である市立病院経営専門監として、また、平成24年
4月から平成31年3月までは臨時職員である市立病院院長相談役として経営改革の推進を担当しました。

（政策法務課）

Ｑ１：河内久男元副市長（以下、河内元副市長）はどんな人物か？

Ａ　河内元副市長は、理事長相談役を務めていた組合において、虚偽の事業計画を市に提出し、市を欺いて平成
30年度助成金8,000万円を組合に交付させたとして詐欺の罪で起訴され、一審で有罪となり、現在控訴中です。
また、市立病院と組合ほか複数の法人においても兼業し、二重に報酬を受け取っていました。この二重報酬
に関して、市は河内元副市長に対し返還を求める訴訟を提起し、現在係争中です。

（政策法務課）

Ｑ３：裁判では何が争われているのか？

Ａ　副市長を退任後、正式な辞令もなく、権限がないにもかかわらず、市の事業に主導的に関与するなど、その
影響力を強く及ぼしていました。職員は河内元副市長に対し逆らえず、また、管理監督が行き届かなかった
こともあって、主に以下の点が問題となっています。
①河内元副市長が市立病院で臨時職員として勤務しながら、川辺堀之内土地区画整理組合（以下、組合）におい
ても勤務し報酬を受けていた、二重報酬、兼業の地方公務員法違反の問題
②理事長相談役を務めていた組合において、河内元副市長が自らの高額な報酬を得るため、虚偽の事業計画の
提出や不適切な会計処理を主導した問題
③市立たかはた保育園の民営化・機能移転に際して、権限のない河内元副市長の関与が認められ、多額の補助
金支出や文書の作成・保存など、その一連の手続きの違法性、妥当性が疑われた問題
④これらを見逃した市のチェック体制の問題

（政策法務課）

Ｑ２：「元副市長問題」は何が問題なのか？

Ａ　水増しはしていません。補助金については、平成25年度当初予算では内装工事費の試算に基づく概算の補助
額1.14億円のみを計上しました。他に進入道路整備や賃借料補助なども予定されていましたが、詳細が決
まっていなかったため、平成25年度当初予算時点では、計上していません。その結果、最終的な補助額は、
下図の通りその他の関連費用を含めて約6億円となりました。

第三者実態調査委員会報告書では、河内元副市長が保育園の民営化で主導的な役割を果たしたものの、「運営法人への
整備に係る補助金の支出において、河内元副市長の不当な関与により金額に変動を生じたとの事実は認められなかっ
た」とされています。

（保育課）

Ｑ７：市は補助金の水増しをしたのか？

問
1018569・1018511ID

元副市長問題とは

Ａ 組合に対する助成金は、土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要と認識しています。その必要性、違法
性については、現在進行中の住民訴訟において裁判所の判断を仰ぎ、その結果を踏まえ適切に対処していきま
す。また、現在、組合においては、理事長相談役であった河内元副市長に対し不当利得について返還請求をする
ため、訴訟をしています。市はそれらの結果を踏まえて、必要な対応をしていきます。

（区画整理課）

Ｑ４：河内元副市長へ高額報酬が払える組合に助成金は必要なのか？

Ａ　平成30年度助成金については、市の返還請求に基づき組合から遅延損害金を含む損害賠償金として、令和3年8月
2日に約8,923万円の返還がありました。平成29年度以前の助成金については、河内元副市長らの詐欺罪容疑の対
象となっていませんが、調査の結果、返還すべきものと認められたときは、組合に対して返還を求めていくなど、法
に従い適切に対処していきます。

（区画整理課）

Ｑ５：市の損害を河内元副市長に賠償させるべきでは？

川辺堀之内土地区画整理組合への助成金関係

Ａ　借りていた市立たかはた保育園の
土地の返還期限が迫る中、近隣の
別の場所に新しい保育園を整備す
ることになりました。在園児の保
育を保障し将来にわたり保育サー
ビスを継続するため、また、運営
コストを抑えるため、国や都の補
助制度を活用し、社会福祉法人が
運営する民間園として開設しまし
た。

（保育課）

Ｑ６：なぜ公立保育園を廃止し、新しい民間保育園を開設したのか？

市立たかはた保育園の民営化関係

道路整備費補助（※）
合同保育や
消耗品補助
（※）

家賃補助（※）
内装工事の補助
（試算1.14億円）

【平成25年度当初予算】

道路整備費補助
（約1.1億円）

合同保育や消耗品補助
（約543万円）

家賃補助
（約2.57億円）
（前家賃含む）

内装工事の補助
（約2.45億円）

計画初期段階
（平成25年度当初予算） 1.14億円 補助実績 6.17億円

6ページへ続く

平成25年度決算

1億8,000万円

9,000万円

令和2年度決算

公立

民間

（参考）民間に運営移行したことによる運営コストの比較（試算）

市の負担が約半分に
減少。試算では、7年
間で6億8千万円余
の運営コストを削減

ほいくえん ほいくえん

（※）金額未定のため予算未計上
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元副市長問題
元副市長問題に対
する市民の皆さま
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えします。 質問と回答
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区画整理課（☎042-514-8378）
保育課（☎042-514-8972）
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金支出や文書の作成・保存など、その一連の手続きの違法性、妥当性が疑われた問題
④これらを見逃した市のチェック体制の問題
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Ａ　水増しはしていません。補助金については、平成25年度当初予算では内装工事費の試算に基づく概算の補助
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整備に係る補助金の支出において、河内元副市長の不当な関与により金額に変動を生じたとの事実は認められなかっ
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（保育課）
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Ａ　借りていた市立たかはた保育園の
土地の返還期限が迫る中、近隣の
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第三者実態調査委員会からの報告書および市長報告（市の受け止めと今後の対応）の内容は、市　 または市内各図書館でご覧いただけますHP

再発防止について

Ａ 主に、①月額賃料が適正な額であったか、という問題、②契約期間15年の前払い賃料に相当する額とし
て支払われた2億4千万円の前払い賃料補助が適正であったか、という問題があります。
これらについて、第三者実態調査委員会報告書では、「賃料額は地域の水準に照らして適正な額以下と
いえるが、妥当性の検討が十分でない可能性がある」、「前払い賃料補助の必要性は認められるが、本件
土地所有者にとって有利になっていると思われる点は不当である」との指摘を受けています。
現在、賃料額などの妥当性について改めて検証を行っています。また、賃貸借契約は私人間の契約にな
りますが、今後、運営法人だけでなく土地所有者との間でも協議を行い、補助金の適正化に努めます。

（保育課）

Ｑ８：保育園の賃料補助の問題とは何か？

Ａ 今回の問題となっている、補助金額の再検証などの見直しを重点的に行います。

①むこうじま保育園に関連する
補助金額の再検証

②市の補助金行政のあり方 ③文書の作成・保存の適正化

また、庁内に市長を統括責任者として推進本
部を設置し、職員による不祥事や事務処理上
のミス、不適切な業務遂行といった行政運営
上のさまざまなリスクに対し、末端の職員ま
で含めた内部統制の取り組みを組織的に実施
し、再発防止を強化します。
併せて外部からの法的チェック機能を強化する
ため、外部監査機能の充実や弁護士などにより
構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、
法令を遵守する意識の強化徹底を図ります。

（企画経営課）

Ｑ11：今後どのように再発防止を進めていくのか？

Ａ　本件は平成23年頃に始まりました。平成24年当時、大坪市長は市まちづくり部長であり「まちづくり条
例」の担当部長および「道路管理者」として事業者への助言・指導を行う立場で関係者会議に1･2度出席
しましたが、たかはた保育園の民営化や建設・設計などへの関わりはありませんでした。また、平成25
年4月の市長就任後、馬場前市長からの引継ぎにおいて、たかはた保育園の民営化の話はありましたが、
権限がない河内元副市長が事業を主導して進めていることは把握していませんでした。そのため、不
当・不適切とされる事項を放置してしまう結果に至ってしまいました。

（保育課）

Ｑ10：市長は一連の問題を知っていたのか？

元副市長問題 元副市長問題に対する市民の皆さまからの質問にお答えします。質問と回答Q& A

Ａ　第三者実態調査委員会が調査した結果、河内元副市長が土地所有者や工事業者などと癒着し不当な利益
を得ていたという事実は確認されていません。ただし、職務上、たかはた保育園の民営化において権限を
有しないはずの河内元副市長が、主導的な役割を果たしたことは、コンプライアンスの観点から極めて不
適切であるという指摘を受けています。

（保育課）

Ｑ９：河内元副市長は土地所有者や業者と癒着し、私腹を肥やしていたのか？

内部統制制度
（導入済み）
内部統制制度
（導入済み）

コンプライアンス
の確保

コンプライアンス
の確保

透明性の向上透明性の向上

チェック機能の強化チェック機能の強化

職員の意識改善職員の意識改善

外部監査機能の充実
リーガルチェック（コンプライアンス委員会の設置）

補助金事務の適正化

内部通報制度（導入済み）

文書事務改革
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第三者実態調査委員会からの報告書および市長報告（市の受け止めと今後の対応）の内容は、市　 または市内各図書館でご覧いただけますHP
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②市の補助金行政のあり方 ③文書の作成・保存の適正化

また、庁内に市長を統括責任者として推進本
部を設置し、職員による不祥事や事務処理上
のミス、不適切な業務遂行といった行政運営
上のさまざまなリスクに対し、末端の職員ま
で含めた内部統制の取り組みを組織的に実施
し、再発防止を強化します。
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ため、外部監査機能の充実や弁護士などにより
構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、
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（企画経営課）

Ｑ11：今後どのように再発防止を進めていくのか？

Ａ　本件は平成23年頃に始まりました。平成24年当時、大坪市長は市まちづくり部長であり「まちづくり条
例」の担当部長および「道路管理者」として事業者への助言・指導を行う立場で関係者会議に1･2度出席
しましたが、たかはた保育園の民営化や建設・設計などへの関わりはありませんでした。また、平成25
年4月の市長就任後、馬場前市長からの引継ぎにおいて、たかはた保育園の民営化の話はありましたが、
権限がない河内元副市長が事業を主導して進めていることは把握していませんでした。そのため、不
当・不適切とされる事項を放置してしまう結果に至ってしまいました。

（保育課）

Ｑ10：市長は一連の問題を知っていたのか？

元副市長問題 元副市長問題に対する市民の皆さまからの質問にお答えします。質問と回答Q& A

Ａ　第三者実態調査委員会が調査した結果、河内元副市長が土地所有者や工事業者などと癒着し不当な利益
を得ていたという事実は確認されていません。ただし、職務上、たかはた保育園の民営化において権限を
有しないはずの河内元副市長が、主導的な役割を果たしたことは、コンプライアンスの観点から極めて不
適切であるという指摘を受けています。

（保育課）

Ｑ９：河内元副市長は土地所有者や業者と癒着し、私腹を肥やしていたのか？

内部統制制度
（導入済み）
内部統制制度
（導入済み）

コンプライアンス
の確保

コンプライアンス
の確保

透明性の向上透明性の向上

チェック機能の強化チェック機能の強化

職員の意識改善職員の意識改善

外部監査機能の充実
リーガルチェック（コンプライアンス委員会の設置）

補助金事務の適正化

内部通報制度（導入済み）

文書事務改革

令和4年度

市・都民税の申告受け付けが始まります
1010892ID 問 市民税課(☎042-514-8238)

市・都民税申告相談・受付窓口

　七生支所・豊田駅連絡所では申告相談・受付はできませ
ん。
※ 3月16日㈬以降も市民税課窓口にて申告を受け付けます

　例年、受付開始から1週間程度は窓口が大変混雑するた
め、この期間の手続きはできるだけ避けてください。また、
会場では入場人数の制限を行います。
　新型コロナウイルスの感染状況によっては、申告受付時
間の変更や会場の閉鎖を行う場合があります。

日　程 時　間 会　場
2月16日㈬～21日㈪
※ 日曜日を除く

午前8時45分
～午後5時

市役所2階
201会議室

2月22日㈫～3月15日㈫
※ 土曜・日曜日、祝日を除く。

26日㈯は実施

市役所1階
101会議室

2月22日㈫・24日㈭・25日㈮・
26日㈯

午前9時
～11時30分､
午後1時
～4時30分

七生福祉
センター
（七生公会
堂1階）

市・都民税申告書の配布

市・都民税の申告の郵送受付

場 市役所2階市民税課、七生支所、豊田駅連絡所※必要な方には郵
送しますので問い合わせ先までご連絡を

昨年、市・都民税の申告をした方には2月7日㈪に令和4年度市・
都民税申告書を発送します

　源泉徴収票に記載のない社会保険料について、控除の適用を受け
る場合は、支払金額を記入した市・都民税の申告書の提出が必要で
す。
　国民健康保険税は納税課、後期高齢者医療保険料は保険年金課、
介護保険料は高齢福祉課で昨年中の納付額を確認できます。確認の
上、申告書に記入してご提出をお願いします。支払金額の記載がな
い場合には、控除が適用できませんのでご注意ください。

▶住宅ローン控除の特例期間の延長
　住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例について延長が行わ
れ、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者が対象と
なりました。
　また、この延長した部分に限り、合計所得金額1,000万円以下の
方について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方
メートル未満である住宅も対象となります。
▶セルフメディケーション税制の見直し
　手続きが簡素化され、一定の取り組みを行ったことを明らかにす
る書類の添付または提示が不要となりました。また、適用期限が5
年延長され、令和8年12月31日までとなりました。
▶特定配当等・特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
　源泉徴収されている上場株式等に係る配当
所得等及び譲渡所得等のみで、確定申告書内
の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の
申告不要」欄に○を記入している場合は、原則
市民税・都民税申告書および選択課税申告書
の提出が不要になりました（上場株式等に係る
配当所得等及び譲渡所得等のうち一部でも申
告するものがある場合には、申告書の提出が
必要ですのでご注意ください）。

市・都民税の申告における注意点

今回の税制改正に伴う主な変更点

受付期間

2月16日㈬
~

3月15日㈫
切手を貼らずにそのまま返送できる料金受取人払の返信用封筒を市・都民税申告書とともにお渡ししますので、郵送での申告にご協力ください新型コロナウイルス感染拡大防止対策

▶��所得税及び復興特別所得税・贈与税・個人事業者の消費
税及び地方消費税の申告書作成会場

日 3月15日㈫まで（土曜・日曜日、祝日を除く。ただし、2
月20日㈰・27日㈰は開場）※受け付けは午前8時30分～午後
4時（提出のみは午後5時まで）、相談は午前9時から 場 日野
税務署※開設期間中、駐車場なし 他 混雑回避のために入場
整理券を配付。LINEアプリで事前入手可（国税庁LINE公式
アカウントを「友だち追加」することで、日時指定の入場整
理券を入手可）
▶令和3年分の申告書の提出および納期限
日・内 所得税及び復興特別所得税…3月15日㈫まで、贈与税
…3月15日㈫まで、個人事業者の消費税及び地方消費税…3
月31日㈭まで 他 納付する税額がある場合は、上記の納期限
までに自ら納付していただく必要があります。申告書の提
出後に、別途、税務署から納付書の送付はありません
▶�国税の納付は、便利なダイレクト納付・振替納税のご利
用を

　現金で納付する場合は、納付書に添えて、お近くの金融
機関で必ず納期限までに納付してください。ダイレクト納
付・振替納税をご利用いただくためには、事前の手続きが
必要です。
　なお、贈与税は振替納税をご利用いただけません。

日 運行期間…2月16日㈬～ 3月15日㈫（土曜・日曜日、祝日
を除く）、運行時間…午前8時15分～午後5時15分※高幡不
動駅の発車時間 内 区間…高幡不動駅↕税務署前（直行）￥ 運
賃…現金180円、IC…178円

日野税務署から

京王電鉄バス 期間限定で
「日野税務署直行バス」を運行開始

1018711ID
問 京王電鉄バス株式会社桜ヶ丘営業所（☎042-591-2712）

1002637ID 問 日野税務署（☎042-585-5661）

※詳細は市HPをご覧ください

　郵送で申告書を提出する場合は、以下の1～4の書類を〒191-8686
日野市役所市民税課までお送りください。

1　市・都民税申告書
2　 個人番号・本人確認に関する書類（マイナンバーカード、運

転免許証など）※すべて写し
3　令和3年中の収入（所得）に関する書類（源泉徴収票など）
4　令和3年中の控除に関する書類（医療費控除の明細書など）

　なお、郵送の場合、申告の受付書は原則お返ししません。受付書
が必要な方は住所、氏名を記入し、84円切手を貼った返信用封筒を
同封してください。
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　皆さまは、ワーク・ライフ・バランス（以下、ＷＬＢ）という言葉を聞いたことがありますか？ＷＬＢ
とは、仕事と生活の調和のことであり、日野市においても、第4次日野市男女平等行動計画で、「ＷＬＢ
の推進に向けた企業への働きかけ」が重点施策の一つとされています。
　今回は、日野市男女平等推進委員会に関わるメンバー（明星大�鵜沢ゼミ・実践女子大�須賀ゼミ）が協
働し、WLBに関するインタビューを実施しました。優れた事例を、皆さまに広く知っていただきたい
と思っています。� 委員長　明星大学�鵜沢教員

見えないものを見える化して社会課題を解決する企業－コニカミノルタ（明星大3年　須惠、鵜沢）

　コニカミノルタ（株）は、国の「WLB憲章」ができた2007年12月の翌年2008年から取り組みを始めました。
法改正で求められることよりも＋

プラスアルファ

αを行う意識で、多様な制度を作り、高い水準で取り組みを行っています。
　取り組みの1つに、有給休暇を貯めて利用できる「ストック休暇制度」があります。これを2019年度から育
休に用いることが可能になったことにより、男性の育児休業取得率は年々上昇、2021年3月には38％となり
ました。育児休業制度を2年間利用し、その後短時間勤務で働く社員のAさんは会社の魅力について「多様な
制度があるため、どんな局面でも安心して働けるところ」と語っておられ、人事部のBさんは「一度退社して
も状況に応じて復職できるジョブリターン制度など、個人がさまざまな制度を自由に選択しながらサポート
できるような仕組みが会社の強みだ」と仰っていました。
　今後の課題は、女性管理職比率を伸ばすことと、コロナ禍で定着したテレワークの今後の活用についてと
いうことでした。

誰もが成長できる職場環境を整備する－日野自動車（実践女子大3年　岡崎・角田）

　日野自動車（株）は、「WLBのさらなる充実による社内満足度向上のための働き続けられる環境設備」を目
的として、取り組みを行っています。その中から特徴的な二つの取り組みをご紹介します。
　「女性社員のランチミーティング」は、女性社員の方々が共有しやすいお昼休憩の時間を使って、日ごろ
の思いを少人数で気軽に話せる場になっています。実際にミーティングで「工場ライン内の女性用トイレ
が少ない」という話題が挙がり、増設につながったそうです。
　「コアなしフレックスタイム」は、コロナ禍における新しい働き方の一つで、それぞれの都合に合わせて
出社時間をずらしたり中抜けをすることがコアタイムなしに可能になる制度です。そのため、家事と育児、
仕事を両立することができるということが特徴です。
　今後は、テレワークの向き不向きも考慮しながら働き方・WLBについて考えていきたいと仰っていました。

時代の要請に従って進んだWLB－日野市役所（明星大3年　長谷川、鵜沢）

　日野市役所のWLBの特色は、男性の育児休業制度利用の割合が2020年度64.3%（病院医療職を除く）と高
いことや女性職員比率が約半分と高いことが挙げられます。
　男性の育休取得率が高いのは、時代の要請の中で行った「イクボス宣言」が背景にあります。イクボスとは、
職場で共に働く部下・スタッフのWLBを考え、組織の業績、個人の結果も出しつつ、自らも仕事と私生活
を楽しむことができる上司のことです。2016年の宣言以降、職場では徐々に男性も育休を取得した方がいい
という空気が生まれました。
　女性職員比率が高いのは、育休取得率が100％とWLBが図りやすく、安定
している職場であるためと考えられています。市役所の女性管理職は女性職
員の割合に比べると少ない現状があり、管理職の労働時間をどう削減するか
が今後の課題となります。

ワーク・ライフ・バランスについて考えてみませんか？
1018665ID 問平和と人権課（☎042-584-2733）

市内の先進事例
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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

1003597ID 問高齢福祉課（☎042-514-8495）

日野市高齢者民間住宅家賃助成制度のご案内

　3月1日㈫～11月30日㈬の水道工事期間中、
ミニバス落川路線「金田（上下線）」のバス停を
一時廃止し、「金田公園（上下線）」および「落川
（上下線）」のバス停を一時移設します。詳細は、
市 HP参照またはお問い合わせください。工事
については、東京水道㈱元本郷管路管理事業
所（☎042-628-7791）へお問い合わせください。

　国では、希望する介護施設などへ布製マス
クの配布を実施していましたが、事業の実施
に伴い生じた在庫に関して、個人・団体など
についても希望に応じて配布されることにな
り、市としても国に布製マスクの申し出を行
いました。
　国から布製マスクが届き次第、100枚以下の
布製マスクをご希望の方、国へ直接申し出が
できなかった方などへの配布を行います。国
からの配布時期は、2月以降順次となっていま
す。配布時期・方法は、市 HPなどでお知らせ
します。

水道工事に伴う落川路線
バス停の一時廃止および
一時移設

布製マスクの配布

1018712ID 問都市計画課（☎042-514-8369）

1018791ID

問健康課（☎042-581-4111）、布製マスクの配布に
関する電話相談窓口（☎0120-829-178※土曜・日曜
日、祝日を含む午前9時～午後6時）

落川路線（高幡不動駅～聖蹟桜ヶ丘駅）

一時廃止
バス停留所：
「金田（上下線）」

一時移設
バス停留所：
「落川（上下線）」

一時移設
バス停留所：
「金田公園（上下線）」程久保

川

対次の要件にすべて当てはまる世帯①満65歳以上のひとり暮らし
の方または満65歳以上の方を含む満60歳以上の方で構成されている
②世帯員のすべてが日野市の住民基本台帳に登録があり、市内に引
き続き3年以上住所を有している③民間アパート、借家または借間
に自らが居住し、その家賃を支払っている※公共公営住宅（シルバー
ピア、公社住宅など）、UR（旧公団住宅）および社宅などに居住し
ていない④現に生活保護を受けていない⑤令和2年（1～12月）の世帯
全員の収入合計が右記により算出した収入基準額以内
￥助成額…世帯当たり家賃月額の3分の1の額（上限10,000円。年3回
（4・8・12月）に指定口座へ振り込み）

申市役所2階高齢福祉課へ持参または郵送可。いずれの場合も事前
に問い合わせを
Ⓐ�住宅賃貸借契約書の写し
Ⓑ��令和2年（1～12月）の収入を証明するもの（年金受給者…公的年金
源泉徴収票、年金が振り込まれている預金通帳の写しなど、給与
所得者…源泉徴収票、給与明細など）
Ⓒ預金通帳（振込先の情報として）

　市では、高齢者の居住の安定と福祉の向上を図ることを目的として、民間アパートなどにお住ま
いの高齢者世帯に対し、家賃の一部助成を行っています。詳細はお問い合わせください。

▶収入基準額の算出方法
収入基準額＝
� （家賃額×12カ月）+基礎算定額
※��基礎算定額は下表参照。ご自身の収
入が収入基準額以下の場合は対象

▶基礎算定額
一人世帯

65～69歳 1,178,385円

70～74歳 1,174,927円

75歳以上 1,108,848円

二人世帯

いずれも74歳以下 1,894,937円

74歳以下と75歳以上 1,836,130円

いずれも75歳以上 1,777,324円

移設後バス停
一時廃止バス停

既存のバス停
バス迂回ルート
バス既存ルート
工事に伴う通行止め区間

うかい
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市政のお知らせ・催し

子ども

健康・検診

施設

お知らせ税金催し・イベント

しごと新型コロナ

講座

スポーツ

高齢者

催し・イベント

中央公民館から
1007748ID

　①～⑩の申し込み方法はまと
めて文の最後に記載しています。
▶①オンライン講座～ゴッホ・ル
ノワール・モネ�画家の人生を辿

たど

る旅へ
日 2月17日㈭、3月3日㈭・17日㈭午
前10時～11時40分場Zoom講ヴィ
オ・優美氏（アートライフクリエイタ
ー）定申込制で各回先着40人
▶②オンライン思春期講座～子ど
もとの距離のとり方
日 3月1日㈫・8日㈫・15日㈫午前
9時30分～11時30分 場Zoom 講

初田美紀子氏（育ちネット多文化
CROSS代表）対思春期・これか
ら思春期を迎える子の保護者で
原則全回参加できる方定申込制
で先着20人
▶③蚕でつなぐプロジェクト～蚕

さん

糸
し

試験場・日野桑園ゆかりの地
見学編
日 2月19日㈯午後1時30分～3時30
分場仲田の森蚕糸公園内桑ハウ
ス講柳

やなぎ

元
もと

太郎氏（蚕糸の会）など
定申込制で先着15人

▶④可燃ごみ処理施設を見学しよ
う！
日 2月24日㈭午後1時30分～2時30
分場浅川清流環境組合可燃ごみ

処理施設対市内在住・在勤・在
学者定申込制で先着20人
▶⑤絵本から読み解く�憲法があな
たへ託したメッセージ
日 3月13日㈰午後1時30分～3時30
分場多摩平交流センター講山崎
翠氏（国分寺・市民憲法教室主宰）
定申込制で先着18人

▶⑥ハンセン病問題から憲法を考
えてみませんか
日 2月12日㈯午後2時～5時場多摩
平交流センター内映画上映会・
ワークショップ講相川翼氏（ハン
セン病市民学会）対小学5年生以
上定申込制で先着30人
▶⑦ひの市民大学～世界101か国の
価値観を知ろう！翻訳家が語り
ます
日 2月20日㈰午後2時～4時場富士
電機能力開発センター、オンラ
イン内講演、ワークショップ講

鹿田昌美氏（翻訳家）定申込制で、
会場先着30人、オンライン（講演
のみ）先着50人
▶⑧パートナーシップ制度に向け
て、ありのままの自分とは
日 3月12日㈯午後2時～4時場中央
公民館講小野春氏（にじいろかぞ
く代表）定申込制で先着20人
▶⑨アートで心をほぐしませんか

日 2月20日㈰午前10時～正午場中
央公民館内アートと呼吸法ワーク
ショップ講西畑ありさ氏（イラスト
レーター）定申込制で先着15人

▶⑩戦争体験談募集�
1018555ID

　戦争にまつわる体験談を語っ
ていただき、動画として市 HPで
公開します。
対日野市民、日野市にゆかりの
ある方など※営利・政治活動お
よび宗教活動を目的としない方
　いずれも申 2月3日㈭午前9時か
ら①②電子申請③～⑤電話、来
館⑥～⑨電話、電子申請、来館⑩
電話、ファクス、来館※来館、電話
は月曜日、祝日を除く問中央公民
館（☎042-581-7580 FAX 042-581-
2110）

中央公民館高幡台分室
から 1007748ID

▶川崎街道今昔クエスト
日 ①2月9日㈬②16日㈬③3月2日
㈬④9日㈬いずれも午前10時～正
午内①②川崎街道現道・旧道の
史跡を巡りながら「まちクエス
ト」アプリで問題にチャレンジ③
④グループを作ってクエスト制
作にチャレンジ対日野市・多摩
市在住者定申込制で先着20人￥

300円（百草園入館料）※交通費別
途申 2月3日㈭午前9時から電話ま
たは来館※月曜日、祝日を除く
▶公民館映画会「砂の器」

日 2月19日㈯午後1時30分～4時場

中央公民館定申込制で先着30人
申 2月3日㈭午前9時から電話また
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は来館※月曜日、祝日を除く
　いずれも問中央公民館高幡台
分室（☎042-592-0864）

ひの新選組マルシェ

日 2月5日㈯・6日㈰午前10時～午
後6時場イオンモール多摩平の森
1階センターコート（多摩平）内日
野の特産品・ブランド品の販売問

日野市商工会（☎042-581-3666）

平和活動推進事業
発表会 1016979ID

日①2月5日㈯午後3時から②2月
20日㈰午後1時～4時30分場①ひ
の煉瓦ホール（市民会館）②明星
大学、Zoom内①子どものため
の映画教室上映会②明星大学3・
4年生発表会申①市 HP（QRコー
ド）からGoogleフォームで問平
和と人権課（☎042-584-2733）

文化協会文化講演会
1007976ID

日 2月6日㈰午後2時から場ひの
煉瓦ホール（市民会館）内音と訓
の成り立ち講影山輝國氏（実践女
子大学名誉教授）問文化スポーツ
課（☎042-514-8462）

雛
ひ な

まつり関連行事
▶お雛様を愛でる会

1018680ID

日 2月15日㈫～3月6日㈰午前9時
30分～午後5時※月曜日を除く場

日野宿本陣内明治・大正・昭和
初期の雛人形、つるし雛などの展
示￥ 200円※小・中学生50円問ふ
るさと文化財課（☎042-583-5100）
▶つるし雛作品募集

1018699ID

　お雛様を愛でる会に合わせて、
日野図書館、日野宿交流館、中
央公民館、中央福祉センター、ひ
の児童館でつるし雛を飾ります。
あなたの作品を飾ってみません
か。
申 2月1日㈫～10日㈭に事前連絡
の上、持参※月曜日を除く問中
央公民館（☎042-581-7580）

ひきこもり対策支援事業
個別相談会

1012325ID

日毎月第3水曜日午前10時30分～
正午、午後1時～2時30分、午後3
時～4時30分場市役所面接室、オ
ンライン対市内在住の当事者・
家族定申込制で各回先着1組申

電話または電子申請問セーフテ
ィネットコールセンター（☎042-
514-8542）

虹
に じ

友
と も

カフェ
1016631ID

日 2月20日㈰午後1時30分～4時※
入退室自由場多摩平の森ふれあ
い館内 LGBTとその家族・友人の
ためのコミュニティースペース
他人数制限する場合あり問平和
と人権課（☎042-584-2733）

2月の自然観察会～早春の東
光寺緑地を歩こう

1018685ID

日 2月26日㈯午前9時30分日野駅
前集合、午後0時30分同所解散※
雨天中止対小学生以下は保護者
同伴定申込制で先着20組￥ 1家
族300円（資料代）申 2月4日㈮午
前9時～25日㈮に電話問 緑と清
流課（☎042-514-8307）

講演会「自分らしく生きるた
めに～知っておこうがんの在
宅療養と緩和ケア」

1018813ID

日 2月26日㈯午後1時30分～3時45
分場市立病院講望月諭氏定申込
制で先着20人申Eメール問NPO
法人ホスピタリティーひの（酒井
☎080-1144-2448� miyakowa
sure67@gmail.com）

楽しもう！レクリエー
ション 1010373ID

日 2月27日㈰午後1時30分～4時場

多摩平の森ふれあい館※直接会
場へ内手品、フラダンスなど問

日野市レクリエーション協会（☎
042-593-6323）

日野市・多摩市わかち
合いの会 1003313ID

日①2月27日㈰②3月27日㈰いず
れも午後2時～4時場①多摩平の
森ふれあい館②永山公民館（多摩
市）※直接会場へ内自死遺族の
語り合いの場他感染症対策のた
め連絡先を伺います問セーフテ
ィネットコールセンター（☎042-
514-8542）

街の花咲かプロジェク
ト
　対象スポットを訪れて貯めた
ポイントをお花に交換できます。
日 3月15日㈫まで場 高幡エリア
他参加方法など詳細はイベント
HP (QRコードから)参照問京王
電鉄株式会社(☎042-357-6161
tamanew@keio.co.jp)
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市政のお知らせ・催し

講座

パソコン講習会（3月）

日・内下表の通り対①以外は文
字入力ができる方￥ ①～⑨各
3,060円⑩1,530円⑪1,020円※いず
れもテキスト代含む他個人指導
（1時間1,530円）あり申 2月22日㈫
（必着）までに〒191-0011日野本町
2-4-7日野市シルバー人材センタ
ーPC教室係へはがきまたはQR
コードから。希望講座名と番号、
住所、氏名、電話番号、OS（分
かる方）を記入場・問同センター
（☎042-581-8171）

東部会館いきいき教室
骨盤なめらか体操教室
日毎週金曜・土曜日午前9時30分
～10時30分と午前11時～正午 場

同会館集会室定申込制で各回先
着5人￥ 5回で5,500円申電話問同

会館温水プール(☎042-583-5266)

ダンボールコンポストの始め
方（オンライン）

1011572ID

　生ごみを捨てずに活かして、家
庭菜園を楽しみませんか。
日 2月16日㈬午後8時～ 9時30分
場Zoom講畑中陽子氏（ひの・ま
ちの生ごみを考える会）定申込
制で先着10人申氏名、電話番号
をEメール問 畑中（☎042-843-
1759� info@namago
mi-heraso.com）

サイバーセキュリティ
セミナー 1010971ID

　中小企業もサイバー攻撃の対
象とされる今、セキュリティ対策
の初歩を学びませんか。
日 2月18日㈮午後2時30分～4時30
分場PlanT（多摩平の森産業連携
センター）講警視庁サイバーセキ
ュリティ対策本部員など対中小
企業者、興味がある方定申込制
で先着15人申電話、ファクスま
たはEメールで。会社名、住所、
氏名、電話番号を記入問日野市
商工会（☎042-581-3666� FAX 042-
586-6063� hino-s@jcom.zaq.
ne.jp）

春の土づくり講習会
1010665ID

日 2月19日㈯午前10時～正午場

七ツ塚ファーマーズセンター内

基礎から学び、野菜を育てる講

JA東京みなみ、NPO法人日野人・
援農の会定申込制で先着10人申

ファクスまたはEメールで。住所、
氏名、電話番号を記入問NPO�
法人日野人・援農の会連絡事務

所(☎042-849-2092� hinobito-
ennou@jcom.zaq.ne.jp)

日野市社会福祉協議会から
▶Zoomおためし講座

日・内①入門編…2月21日
㈪午後2時～3時②ステップアッ
プ編…2月22日㈫午後2時～3時場

Zoom※①は会場参加（先着5人）
あり申EメールまたはQRコードか
ら。氏名、電話番号、希望日、使
用機器（PC・スマホ・タブレット）
を記入問日野市ボランティア・セ
ンター（☎042-582-2318� hino-
vc@hinosuke.org）
▶フレイル予防リーダー
　養成講座
　地域でフレイル予防活動を行
うボランティアを養成する講座
です。
日 3月1日㈫・8日㈫・15日㈫・22日
㈫午後1時30分～3時30分場中央
福祉センター対全回受講でき、
修了後に活動できる方定申込制
で10人程度他詳細は問い合わせ
を申 2月18日㈮までにファクス、
EメールまたはQRコードから。
住所、氏名、電話番号、Eメー
ルアドレス、受講動機を記入問

同協議会地域支援係（☎042-584-
1294�FAX 042-582-0082� chiiki
@hinosuke.org）

落語で笑ってSTOP! 悪質商
法（オンライン）

1018802ID

　講演と落語の笑いの中に、騙
されないヒントがたくさん！高齢
者のご家族の参加も大歓迎です。
日 2月25日㈮午後2時～3時45分場

オンライン（Zoom）内高齢者の消
費者被害防止講座申 2月18日㈮午

番号・講座名 日時
①初めてのパソコン
（基本操作）

19日㈯・�26日㈯
午後1時～3時

②Word-1～文字変換
など

5日㈯・12日㈯
午前10時～正午

③Word-2～文章作成
など

19日㈯・26日㈯
午前10時～正午

④Word-3～地図入り
案内作成など

6日㈰・13日㈰
午前10時～正午

⑤Word-4～ページ
番号など

20日㈰・27日㈰
午前10時～正午

⑥Excel-1～基本操作
など

4日㈮・11日㈮
午前10時～正午

⑦Excel-2～グラフの
変更など

18日㈮・25日㈮
午前10時～正午

⑧Excel-3～複合グラ
フなど

5日㈯・12日㈯
午後1時～3時

⑨Google・Gメール
の使い方

4日㈮・11日㈮
午後1時～3時

⑩マイコンを利用した
電子工作

18日㈮
午後1時～3時

⑪スマートフォン
（LINEの使い方）

20日㈰
午後1時～3時

▲申し込み
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後5時までにEメールまたはQRコ
ードで。氏名（ふりがな）、電話番号、
Eメールアドレス、所属団体（無し
も可）、年代、何を見て申し込ん
だかを記入問東京都生協連（
shohisha@coop-toren.�or.jp）

普通救命講習
1002423ID

日 2月27日㈰午前9時～正午内心
肺蘇生法、AEDの使用方法など
定 申込制で先着10人￥ 1,500円
（テキスト代）申電話場・問日野消
防署（☎042-581-0119）

ガーデニング講習会
日 3月4日㈮午前9時30分～11時30
分場緑化交流センター講三浦香
澄氏（園芸ソムリエなど）定申込
制で先着20人申 2月3日㈭午前8
時30分から電話問（公財）日野市
環境緑化協会（☎042-585-4740）

ココロセミナー～精神科って
どんなとこ？

1016208ID

日 3月19日㈯午後2時～4時場 多
摩平の森ふれあい館講杉山美穂
氏（七生病院院長）、小澤雄大氏
（七生病院公認心理師）定申込制
で先着30人申 2月1日㈫から電話、
Eメール、または電子申請で。タ
イトルに「3月19日参加申し込み」、
本文に参加者の氏名を記入問セ
ーフティネットコールセンター
（☎042-514-8542� s-net@city.
hino.lg.jp）

新型コロナ

介護保険料の減免
1014310ID

対 65歳以上で、新型コロナウイ
ルス感染症により主たる生計維
持者が次のいずれかとなった方
①死亡または1カ月以上の治療を
要する傷病を負った②令和3年の
収入（年金を除く）が令和2年と比
較して3割以上減少し、その収入
に係る所得以外の令和2年の所得
合計額が400万円以下他詳細は
問い合わせを申 3月31日㈭まで
問高齢福祉課（☎042-514-8509）

健康・検診

健康づくり推進員から
1018014ID

▶ウオーキンググループ～裏道・
細道・さんぽ道�日野・豊田周辺
編（2回目）
日 2月9日㈬午前9時30分新町交流
センター集合、11時30分多摩平
第六公園解散内コース…井上源
三郎の墓～日野の里山～梵天山
古道～野鳥の森公園（5㌔）定申
込制で先着20人申 2月1日㈫午前
9時～7日㈪に電話
▶第2グループ～仲田公園のポン
プアップ水から高幡まで歩こう
日 2月17日㈭午前9時30分新町交
流センター集合、正午福祉支援
センター解散内コース…万願寺
一里塚～向島用水親水路（5.3㌔）
定申込制で先着20人申 2月3日㈭
午前9時～14日㈪に電話
　いずれも他雨天中止問健康課
（☎042-581-4111）

訪問歯科診療
1003850ID

内訪問歯科診療（かかりつけ歯科
医の紹介）対在宅で寝たきり・歩
行困難で通院できない方他健康

保険で診療可申電話問 健康課
（☎042-581-4111）

お口の健康診査（今年度分は
3月末まで）

1003853ID

対令和3年4月1日現在35歳以上5
歳刻みの方※対象者には通知送
付済み。手元にない方は問い合
わせを申市内指定歯科医療機関
へ電話問健康課（☎042-581-4111）

大気汚染医療費助成
1003942ID

　気管支ぜん息などの認定疾病
の医療費を助成しています（条件
あり）。医療券には有効期間があ
り更新が必要です。なお、桃色
の医療券は有効期間満了までに
更新しないと資格喪失となり再
認定を受けられません。
申有効期間満了の1カ月前を目
安に健康課窓口で問東京都福祉
保健局環境保健衛生課（☎03-532
0-4491）、市健康課（☎042-581-4111）

税金

今月の税金の納期限は
2月28日㈪ 1008395ID

　今月は、固定資産税・都市計
画税第4期、国民健康保険税（普
通徴収）第8期、市・都民税（普通
徴収）随時1期の納期です。
問納税課（☎042-514-8259）

学生の税に関する作品
展示 1018633ID

日 2月3日㈭～16日㈬場市役所1階
市民ホール内税の作文・標語・
書道・絵はがきの優秀作品展示
問日野税務署（☎042-585-5661）

広報ひの　令和4年2月号 13



市政のお知らせ・催し

施設

七生支所臨時休業
1012799ID

　2月21日㈪は京王高幡ショッピ
ングセンターが全館休業のため、
七生支所も臨時休業します。
問七生支所（☎042-591-7712）

市役所第1駐車場（地下）から
庁舎への出入りを制限

1018838ID

　工事のため3月下旬まで通路幅
が狭くなり、土曜・日曜日、祝日
は地下から出入りできません。
問財産管理課（☎042-514-8156）

生活・保健センターの貸室再
開

1000917ID

　4月1日㈮から貸室の利用を再
開します（201会議室、202会議室、
講座室、練習室を除く）。予約に
は日野市施設予約システムをご
利用ください。
問地域協働課（☎042-581-4112）

高齢者

令和3年度体力測定会
1003643ID

日 ①2月21日㈪午前9時30分～11
時②2月28日㈪午後1時30分～3時
③3月7日㈪午前9時30分～11時④
3月24日㈭午後1時30分～3時 場

①平山交流センター②ふれあい
ホール③TreeHALL（多摩平）④
湯沢福祉センター内体力測定、
筋肉量・口腔状態のフレイルチ
ェック対要介護・要支援を受け
ていないおおむね65歳以上の市

内在住者定申込制で各回先着30
人申〒191-0062多摩平3-1-13日野
社会教育センター（ ppk@hino�
-shakyo.com）へ 往復はがき 、ファク
スまたはEメールで。希望会場、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
年齢、電話番号、ファクス番号
（ファクスの場合）を記入問日野
社会教育センター（☎042-582-3136
FAX 042-581-0647）

医師によるまちの在宅医療相
談

1018694ID

日 3月3日㈭午後2時～4時場 新町
交流センター対自宅での介護、在
宅療養、自宅でのみとりを考えて
いる方定申込制で先着4人申 2月3
日㈭～25日㈮に電話問在宅療養
支援課（☎042-514-8189）

程久保うたごえパーク
1018642ID

日 3月12日㈯午前10時～11時講音
楽アンサンブル「ジュビア」対お
おむね60歳以上の方定申込制で
先着10人申 2月3日㈭午前9時から
電話または来館※月曜日、祝日
を除く場・問中央公民館高幡台
分室（☎042-592-0864）

自動通話録音機の貸し
出し 1011878ID

内振り込め詐欺などの特殊詐欺
対策機器の貸し出し対 65歳以上
の市内在住者申防災情報センタ
ー内防災安全課で直接お渡し問

防災安全課（☎042-514-8963）

シルバー人材センター
入会案内説明会
日 2月4日㈮午前10時～正午、25日

㈮午前9時30分～正午対 60歳以上
の方※25日は女性限定定申込制
で各日先着15人申電話場・問日野
市シルバー人材センター（☎042-
581-8171）

スポーツ

南平体育館の抽選申し込み
開始

1018806ID

　令和4年4月1日に運用開始予定
である同施設における4月分の団
体利用申し込みを開始します。
申 2月1日㈫から日野市施設予約シ
ステムにて※詳細は市 HP参照問

文化スポーツ課（☎042-514-8465）

小・中学生向けスケートボー
ド体験教室・自由開放
日 1007298ID

　オリンピック正式種目になっ
たスケートボードを体験してみ
ませんか。
▶スケートボード体験教室

日 ①2月11日㈷午後1時～2時と午
後2時30分～3時30分②3月5日㈯午
後1時～2時と午後2時30分～3時30
分場平山台健康・市民支援セン
ター対市内在住の小・中学生講

日野市スケートボード協会定申
込制で各回先着12人持参加同意
書（市 HPから ダウンロード可）を当日
持参他道具のレンタル可※数量
限定申 ①2月3日㈭午前9時から
②2月21日㈪午前9時から電話※
保護者が申し込みを
▶自由開放日

日 ①2月12日㈯②2月26日㈯②3月
12日㈯④3月26日㈯いずれも午後1
時～4時対市内在住の小・中学生
定申込制で各回先着12人持利用
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登録書（市 HPから ダウンロード可）を
当日持参申 ①2月3日㈭②14日㈪
③28日㈪④3月14日㈪いずれも午
前9時から電話※保護者が申し込
みを
　いずれも他上記日程以外のス
ケートボード利用不可問文化スポ
ーツ課（☎042-514-8465）

平山台文化スポーツ
クラブから 1003186ID

▶ヨーガ
日毎週月曜日午前9時～正午講

鴻野美奈子氏（公認指導員）￥ 600
円※会員300円
▶ズンバゴールド（高齢者向けズン
バフィットネス）
日毎週月曜日午後3時～3時45分
※一般向けは午後1時30分～2時30
分に繰り上げ対 70歳以上（初心者・
障害者・車椅子の方可）講佐藤み
どり氏（公認指導員）￥ 600円※会
員500円
▶絵画教室（水彩画）

日毎月第2木曜・第4土曜日午後
1時30分～4時講杉江ヨシエ氏（日
本水彩画会会員）￥ 600円※会員
300円
　いずれも申電話、ファクスま
たはEメール問同クラブ（☎・FAX

042-506-9979� hirayamadai@
hop.ocn.ne.jp）�

市民体育大会～ビーチ
ボール  1018782ID

日 2月23日㈷午前9時10分から場

市民の森ふれあいホール対市内
在住・在勤・在学者、協会会員※
2月9日㈬午後7時から中央公民館
で開催する代表者会議に必ず出
席￥1チーム2,000円※小学生1チー
ム500円申 2月6日㈰までに日野市

ビーチボール協会( h.beach
ball.a@gmail.com)へ申込書(日
野市体育協会HPからダウンロード可
)をEメール問日野市ビーチボー
ル協会（正井 hawys4.masai@
gmail.com）、日野市体育協会事
務局(☎042-582-5770)

ジュニアスポーツ指導
者講習会 1010741ID

日 2月27日㈰午後2時～4時場市民
の森ふれあいホール内スポーツク
ラブのマネジメント講中村貴司氏
（日本バレーボール協会女子日本
代表強化部長兼女子強化委員長）
対スポーツ指導者、保護者定申
込制で先着100人申 2月20日㈰午
後5時（必着）までに〒191-0011日野
本町7-12-1市民陸上競技場内日野
市体育協会へ郵送、電話、ファク
スまたはEメールで問同協会事務
局（☎・FAX 042-582-5770� h-tai
kyo@keh.biglobe.ne.jp）

ユニバーサルスポーツ交流イ
ベント

1013061ID

日 3月5日㈯午前9時～正午場市民
の森ふれあいホール内卓球バレ
ー、ボッチャ、ハンドロウル、的あ
て、ターゲットボッチャ対運動の
制限を受けていない方申 2月17日
㈭までに申込用紙（文化スポーツ
課にあり。市HPからダウンロード可）
をファクスまたは持参。ファクス
後は受信確認の電話を問文化ス
ポーツ課（☎042-514-8465� FAX

042-581-2516）

スポーツ推進委員募集
1017902ID

　地域のスポーツ振興に携わっ

てみたい方、地域活動に関心が
ある方、日野市のスポーツ推進
委員として地域で活動してみま
せんか。
日任期…4月1日㈮から2年間内ス
ポーツの推進、事業企画、実技指
導など対18歳以上の市内在住・在
勤・在学者￥報酬…月12,500円定

若干人他詳細は市 HP参照申 2月
18日㈮までに応募用紙（文化スポー
ツ課にあり。市 HP から ダウンロード

可）を市役所3階文化スポーツ課へ
持参問文化スポーツ課（☎042-514-
8465）

日野スポーツスクール
1009323ID

場市民の森ふれあいホール※ジョ
ギングのみ市民陸上競技場内①
卓球②バドミントン③少林寺拳法
④ボクシング⑤剣道⑥空手道⑦
テコンドー⑧バレーボール⑨ジョ
ギング（陸上）対以下に該当する市
内在住・在勤・在学者①②小学4年
生～中学生③⑤～⑧小学生以上
（⑧以外は保護者同伴で幼児可）④
小学4年生以上⑨中学生以上定①
③～⑤⑦20人②40人⑥⑧50人⑨
30人※申込多数の場合は抽選￥

①～⑧200円（中学生以下・65歳
以上100円）⑨100円※年間保険料
1,850円（中学生以下1,450円、65歳
以上1,200円）別途他詳細は市 HP

参照申 3月1日㈫（必着）までに〒
191-0011日野本町7-12-1市民陸
上競技場内日野市体育協会に
往復はがき で。往信用裏面に種目、住
所、氏名、年齢、電話番号を、返信
用表面に郵便番号、住所、氏名を
記入問日野市体育協会事務局（☎
042-582-5770）
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市政のお知らせ・催し

いるまたは利用したいと思ってお
り、年4回程度の会議に出席でき
る日野市民※市の他の公募委員を
除く定 3人以内※書類選考あり申

2月25日㈮（必着）までに〒191-0053
豊田2-49-2中央図書館図書館協議
会担当（ library@city.hino.lg.jp）
へ郵送、Eメールまたは市内各図
書館へ持参。作文「市立図書館の
運営について」（800字以内）、住所、
氏名、年齢、職業、電話番号を記
入※持参の場合は月曜日を除く
問中央図書館（☎042-586-0584）

第26期第1回町名地番整理審
議会

1005344ID

日 3月1日㈫午後1時30分から場市
役所5階505会議室内新井・石田
地区の事業報告および川辺堀之
内・上田・宮・豊田地区の事業定

申込制で先着3人申 2月14日㈪～
25日㈮に電話またはEメール（
tosikei@city.hino.lg.jp）問 都市計
画課（☎042-514-8354）

①第二次日野市ユニバーサル
デザインまちづくり推進計画

（素案）②日野市空き住宅等対
策計画（素案）への意見を募集
① 1018710ID

② 1005328ID

日縦覧…2月4日㈮～3月7日㈪い
ずれも午前8時30分～午後5時15
分※土曜・日曜日、祝日を除く
場市役所3階都市計画課、七生支
所、豊田駅連絡所、市政図書室、
市内各図書館、市 HP 申 2月4日～
3月7日（必着）に〒191-8686日野市
役所3階都市計画課（ tosikei@
city.hino.lg.jp）へ郵送、持参、フ
ァクスまたはEメールで。意見、

お知らせ

市議会定例会開催
1018721ID

日 3月9日㈬から他詳細は市 HPで
順次お知らせ問議会事務局（☎
042-514-8007）

第2次日野市下水道プラン（案）
への意見を募集

1018807ID

日縦覧…2月1日㈫～3月2日㈬午
前8時30分～午後5時15分※土曜・
日曜日、祝日を除く場旧生活・保
健センター分室2階下水道課、七
生支所、豊田駅連絡所、市政図
書室、市内各図書館、市 HP 申 2
月1日～3月2日（必着）に〒191-0011
日野本町1-7-2旧生活・保健セン
ター分室下水道課（ gesuik@
city.hino.lg.jp）へ郵送、持参、フ
ァクスまたはEメールで。意見、
住所、氏名、電話番号を記入※
持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く問下水道課（☎042-514-
8329� FAX 042-506-2099）

地域公共交通会議
1017365ID

日 2月28日㈪午前10時から場市役
所5階505会議室 内令和4年度予
算（案）など定申込制で先着5人
申 2月1日㈫～21日㈪に電話また
はEメール（ tosikei@city.hino.
lg.jp）問都市計画課（☎042-514-
8369）

図書館協議会委員募集
1013379ID

日任期…4月15日から2年間対18歳
以上で図書館を積極的に利用して

住所、氏名、電話番号を記入※
持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く問都市計画課（①☎042-
514-8369�②☎042-514-8371� FAX

042-581-2516）

ちょっと遅れた令和3年新成
人の集い

1012058ID

　成人式の会場開催が中止とな
った令和3年新成人の集いです。
日 3月5日㈯・6日㈰※開催時間は
中学校区別に指定。詳細は市 HP

参照場各中学校体育館※大坂上
中は食堂対各中学校を卒業また
はその学区在住の平成12年4月2日
～平成13年4月1日生まれの方問生
涯学習課（☎042-514-8765）

社会教育委員募集
1013378ID

日任期…5月1日から2年間対 18歳
以上で社会教育・生涯学習に関
心があり、年4回程度開催される
会議に出席できる日野市民定若
干人申 2月15日㈫（必着）までに〒
191-8686日野市役所5階生涯学習
課へ郵送または持参。作文「日野
まなびあいプラン（素案）の実現に
向けて」（800字程度）、住所、氏名、
年齢、職業、電話番号を記入※
持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く。応募書類は返却不可
問生涯学習課（☎042-514-8765）

とよだ市民ギャラリー
3～8月の利用者募集
日利用日…火曜～日曜日￥団体・
2人以上のグループ展…1日2,000
円、個人展…1日1,500円他備え付
けの展示道具あり申利用開始の
6カ月前（市外在住者は2カ月前）

▲① ▲②
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から電話問日野市企業公社（☎
042-587-6321）

Jアラートの全国一斉情報伝
達訓練

1002479ID

　Jアラートは、有事の際に国が
発令する警報を防災行政無線な
どで住民に通達するものです。
訓練のため市内防災行政無線で
「これはＪアラートのテストです」
を3回繰り返し放送します。
日 2月16日㈬午前11時ごろ問防災
安全課（☎042-514-8962）
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住宅確保給付金
1014390ID

内原則3カ月分の家賃を補助対

離職後2年以内の方や給与などを
得る機会が個人の責めに帰すべ
き理由・個人の都合によらないで
減少し、離職や廃業と同程度の
状況にある方で住宅を喪失して
いるまたはその恐れのある方他

支給要件や上限など詳細は市 HP

参照または問い合わせを問セー
フティネットコールセンター（☎
042-514-8574）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料）

1015943ID

日 2月19日㈯午後1時30分～3時30
分内剪定枝は太さ5cm以内、長
さ20cm以上100cm以内、1束の
直径50cm以内で必ずひもで束
ねる。落ち葉・小枝は小枝の長
さ20cm未満で袋に入れる持本
人確認書類他 10束（袋）以上の持
ち込みは事前に連絡を。土や砂
の混入、草花は受け入れ不可問

ごみゼロ推進課（☎042-581-0444）

家電4品目の適正リサイクル
と不法投棄防止にご協力を

1002918ID

　エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷
凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、市
で回収できません。不法投棄や、
排出者に高額な請求をする業者
とのトラブル防止のため、「ごみ・
資源分別カレンダー」26ページを
参照し、適正処理にご協力くだ
さい。
問 ごみゼロ推進課（☎042-581-
0444）

農業体験農園利用者募
集 1009250ID

日 3月1日㈫～令和5年1月31日㈫
（予定）場百草711番地付近※駐車
場あり内①三世代農園…家族で
農作業を行う体験型市民農園②
高齢者農園…高齢者の生きがい
や健康保持に役立つ農業福祉型

農園※いずれも農家の指導あり
定申込制で先着①2区画②4区画
￥年46,000円（入園料、農作物収
穫代含む）対原則日野市民（②は
おおむね60歳以上の方）※1世帯1
区画申 2月18日㈮（消印有効）まで
に〒191-0033百草672-1石坂亜紀
へ 往復はがき で。往信用裏面に住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を、返信用表面に郵便番号、
住所、氏名を記入問都市農業振
興課（☎042-514-8447）

日野デリバリーカー
日程変更
　変更の詳細は日野デリLINE公
式アカウント（QRコード）をご覧
ください
問企画経営課（☎042-514-8038）、
日野デリバリーカー事業実行委員
会（ hinodeli.car@gmail.com）

都営住宅入居者募集
1008444ID

日 2月1日㈫～9日㈬（日曜日を除
く）に市役所1階市民相談窓口、七
生支所、豊田駅連絡所で募集案
内を配布※東京都住宅供給公社
HPから ダウンロード 可申 2月16日㈬
（必着）までに申込用紙を郵送問

東京都住宅供給公社都営住宅募
集センター（2月1日～16日☎0570-
010-810、前記以外☎03-3498-8894
※土曜・日曜日、祝日を除く）

市営駐車場利用者募集
1003414ID

場下田団地内(石田2丁目)対当
該駐車場から2㌔以内に住んでい
るまたは業を営んでいる方￥月
8,000円問 財産管理課(☎042-51
4-8156)
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市政のお知らせ・催し

お知らせ

令和4年度ちょこっと共済の
申し込み開始

1002561ID

日加入期間…4月1日㈮から1年間
※4月1日以降に申し込んだ方は
翌日から対日野市に住民登録し
ている方申 2月1日㈫からちょこ
っと共済 HP（右記QRコ
ード）または市役所1階三
菱UFJ銀行派出所、七生支所、
防災安全課、市内金融機関（ゆう
ちょ銀行・郵便局を除く）へ※加
入案内を2月1日から各家庭に順
次配布問 防災安全課（☎042-
514-8963）

令和3年度コミュニティ助成
事業の活用事例

1018651ID

　宝くじの収入を地域コミュニテ
ィーの充実・強化事業の助成に
充てる「コミュニティ助成事業」を
利用して旭が丘第一自治会自主
防災会が、マンホールトイレなど
の防災資機材を購入しました。
問防災安全課（☎042-514-8962）

年金・国保・後期高齢
について 1002757ID

▶国民年金保険料の割引制度
内保険料の前納（6カ月・1年・2年
※2月末までに申請）、口座振替、
クレジットカードでの納付によ
り保険料の割引他詳細は市 HP

参照または問い合わせを問日本
年金機構立川年金事務所（☎042-
523-0352）、市保険年金課（☎042-
514-8289）
▶国民健康保険・後期高齢者医療

被保険者の人間ドックなどの受
診料助成
対満30歳以上で申請日に日野市
に保険税（料）を納め、滞納がな
い被保険者￥消費税を除く受診
料の2分の1申①市内契約検査機
関で予約し、受診日の前日まで
に予約票と被保険者証を持参②
①以外の方または①で前日まで
に申請しなかった方は、受診日
に全額支払い、翌日から2年以内
に被保険者証、印鑑、領収書、
振込先が分かるものを持参他契
約検査機関など詳細は問い合わ
せを問保険年金課（国民健康保
険…☎042-514-8276、後期高齢
者医療保険…☎042-514-8293）
▶葬祭費支給制度

対日野市の国民健康保険・後期
高齢者医療被保険者の葬祭を行っ
た方￥ 助成額…50,000円申 葬祭
の日の翌日から2年以内に印鑑、
葬祭を行ったことが分かる書類
（領収書、会葬礼状など）、振込
先が分かるもの、亡くなった方
の保険証、申請者の本人確認書
類を持参問保険年金課（国民健康
保険…☎042-514-8276、後期高齢
者医療保険…☎042-514-8293）
▶国民健康保険税・後期高齢者医
療保険料の軽減・控除
　保険税（料）が軽減される場合
があるので、収入が少ない方も
市・都民税を申告してください。
保険税（料）は所得税・住民税の
社会保険料控除として申告でき
ます。
問保険年金課（国民健康保険…
☎042-514-8279、後期高齢者医
療保険…☎042-514-8293）
▶国民健康保険運営協議会委員を
募集

日任期…令和4年4月1日～7年3月
31日対日野市国民健康保険の被
保険者で令和7年3月31日まで他
の健康保険に異動予定のない方
※市の他の公募委員を除く定 4人
￥報酬あり申 2月18日㈮（必着）ま
でに〒191-8686日野市役所保険
年金課給付係へ作文「国民健康
保険について思うこと」（500字程
度、原稿用紙またはＡ4判用紙を
使用）、履歴書（任意様式）を郵送
※選考結果は3月下旬に通知問

保険年金課（☎042-514-8276）

子ども

令和3年度教育委員会
1016529ID

▶第11回定例会開催
日 2月10日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HP参照
▶第9回定例会（12月9日開催）議事
録公開
内可決事項2件、報告事項1件

▶�第6回臨時会（12月23日開催）議事
録公開
内可決事項4件
　いずれも他詳細は市 HP 参照
問庶務課（☎042-514-8692）

ひとり親支援セミナー
離婚後のマネープラン

1013075ID

日 3月19日㈯午前10時～正午場

多摩平交流センター他 1歳6カ月
～未就学児先着3人の保育あり※
2月17日㈭までに申し込み申電話
またはEメール（ s-net@city.
hino.lg.jp）問セーフティネットコ
ールセンター（☎042-514-8546）
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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

ヒカリ興業奨学資金奨
学生募集
対学資の調達が困難な家庭で、
高等学校・専修学校高等課程・
高等専門学校・大学・短期大学・
専修学校専門課程およびこれら
と同等と認められる学校に進学
希望の都内在住者￥高校など…
年15万円、大学など…年24万円
申 2月17日㈭まで※在学する学校
で作成し、校長印が必要な書類
あり。詳細は問い合わせを問日
野市社会福祉協議会（☎042-582-
2319）

発達支援講演会の動画
配信 1018894ID

日 3月1日㈫から内講演「発達が
気になる子どもへの支援～学校・
家庭でできること」をYouTube
（QRコード）で公開講宮崎芳子
氏（日野市特別支援教育総合コー
ディネーター）問発達・教育支援
課（☎042-589-8877）

就学相談
1004083ID

　就学・進学に向けて学習や集
団生活などに不安があるお子さ
まの適切な教育環境について就
学相談員が必要な情報を提供し、
相談を受けます。特別支援学校、
特別支援学級、特別支援教室を
ご検討の方は必ずご相談くださ
い。
場エール（発達・教育支援センタ
ー）対令和5年度から小・中学校に
入学予定の子どもの保護者申 2月
1日㈫～8月31日㈬に電話またはフ
ァクス 問 発達・教育支援課（☎
042-589-8877� FAX 042-514-8740）

しごと

東京しごとセンター多摩の就
業支援（2月）

1003501ID

内おおむね55歳以上の方対象・地
域就職面接会（立川市会場）ほか
多数問同施設（☎042-329-4524）

キャリアアップ講習
（2月） 1008142ID

内データベース（Access）【初級】
など講習や資格試験の受験対策
4講習対中小企業に在職中の都
内在住・在勤者申 2月10日㈭まで
問 多摩職業能力開発センター
（☎042-367-8204）

ハローワーク八王子から
1010271ID

▶八王子・日野就職面接会
日 2月25日㈮午後1時30分～4時場

八王子オクトーレイベントホール
（八王子市）内八王子市・日野市の
企業と面接対八王子・日野で主に
正社員就職を希望する方問ハロ
ーワーク八王子（☎042-648-8634）
▶就職相談会（当日参加可）＆ミニ
面接会（予約制）�
日 2月10日㈭午後2時～4時場Plan�
T（多摩平の森産業連携センター）
他時間、面接事業者などの詳細
は市 HP参照申お近くのハローワ
ークで問産業振興課（☎042-514-
8442）

福祉のしごと相談会
1015390ID

日 2月25日㈮午後1時～4時場イオ
ンモール多摩平の森3階イオンホ

ール（多摩平）対求職者、福祉の
仕事やボランティア活動に興味が
ある方申日野市社会福祉協議
会 HP（QRコード）または
電話問同協議会（☎042-
582-2319）

PlanTビジネスセミナー～自
分のやりたいことを仕
事にする 1009883ID

日 3月5日㈯午前10時30分～午後0
時30分場PlanT（多摩平の森産業
連携センター）※オンラインへの
変更の場合あり内“複業”・パラ
レルキャリア・企業につなげるビ
ジネスアイデアのまとめ方講武田
直也氏（TOKYO創業ステーション
TAMAプランコンサルタント）定

申込制で先着20人申PlanT HP か
ら問PlanT（☎042-843-3215）

女性のための再就職支援セミ
ナー＆個別相談会
in日野 1018707ID

日 3月7日㈪午後1時～3時30分場

多摩平の森ふれあい館講川又け
い子氏対再就職を考えている女
性定 50人程度他 1歳～未就学児
の保育あり※申込制で先着6人
申 2月1日㈫から東京しごとセン
ター多摩へ問同センター（☎042-
529-9003）

防衛省自衛官等募集
1005410ID

内①一般幹部候補生②一般曹候
補生③予備自衛官補④自衛官候
補生対①22～26歳未満②18～33
歳未満③18～34歳未満④18～33
歳未満他詳細は問い合わせを問

自衛隊八王子地域事務所（☎042-
644-8157）

▲申し込み
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※掲載希望は 1歳になる月の前月 5日まで（5
日が土曜・日曜日、祝日の場合はその直前の
平日まで）に市長公室広報担当へ
郵送、持参または電子申請でお申
し込みください

さん矢口 彩葉
やぐち いろは

令和3年2月4日
午前1時1分生まれ
万願寺在住

彩葉が生まれてからもう一年
も経つんだね。笑顔も泣き顔
も可愛くて、お父さんもお母
さんも、2人のお兄ちゃんも
皆メロメロだよ。これからも
すくすく成長してね。一歳の
お誕生日おめでとう。

すくすくクラブ
日いずれも午前10時30分～11時30分
内歌や手遊び、お友達作り
対 3～12カ月児と保護者
他申し込みなどの詳細は各児童館へ問い合わせを

2月 2日㈬　みなみだいら児童館（☎042-599-0166）
2月 9日㈬　まんがんじ児童館（☎042-583-3309）
2月14日㈪　あさひがおか児童館（☎042-583-4346）
2月17日㈭　しんめい児童館（☎042-583-6588）
2月18日㈮　もぐさだい児童館（☎042-591-7001）

健康診査 内 3～4カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診※通知した日時に来場を
ママパパクラス沐浴
対妊婦（おおむね16～27週）とその家族

日 2月19日㈯※時間予約制内赤ちゃんのお風呂の入れ方※3密を
避けるため沐浴体験のみ申開催3日前までに電話または電子申請

オンライン講座（予約制）
※�ご自宅のパソコン・ス
マートフォンなどで視聴

ママパパクラス医師講話
日 2月20日㈰内妊娠中の健康管理、出産に向けての心構えなど対
妊婦（妊娠週数は問いません）とその家族申電子申請※詳細は市
HP参照

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP参照問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

転入された方へ 妊婦、3～4カ月児、6・9カ月児、1歳6カ月児、3歳児健診を受けていない方は子ども家庭支援セ
ンター（☎042-843-3663）へご相談ください。

離
乳
食
講
座

ステップ1
1回食

日①2月17日㈭午前中②3月15日㈫午前中対①おおよそ令和3年9月生まれの乳児とそ
の保護者②おおよそ令和3年10月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日①2月15日㈫午前中②3月10日㈭午前中対①おおよそ令和3年7月生まれの乳児とそ
の保護者②おおよそ令和3年8月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各24組
※申込多数の場合は抽選

ステップ3
3回食

日①2月10日㈭午前中②3月8日㈫午前中対①おおよそ令和3年2月～ 5月生まれの乳児
とその保護者②おおよそ令和3年3月～6月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②
各24組※申込多数の場合は抽選

オンラインマタニティ栄養教室
※��ご自宅のパソコン・スマート
フォンなどで視聴

日 3月26日㈯午前10時30分～11時15分
内妊娠中の食事の話と質疑応答

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP参照申 2月分は受け付け中、3月分は2月3日㈭午前9時から。離乳食
講座は開催1週間前までに電子申請。オンラインマタニティ栄養教室は開催3日前までに電子申請問健康課（☎042-581-
4111）

　新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、せきが出る・体がだるい・熱っぽいなどの症状がある
方は来所せず、医療機関を受診してください。

1007346ID 場生活・保健センター
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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

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

幼稚園からのお知らせ 
1004228ID

▶  幼稚園においでよ～ミニ発表会を
見よう！

日 2月22日㈫午前9時15分～11時対乳
幼児と保護者場・問第二幼稚園（☎
042-591-4125）
▶  ひよこの日～おひなさまを作ろ

う！
日 2月22日㈫午前9時15分～11時対乳
幼児と保護者場・問第四幼稚園（☎
042-583-3903）
▶  なかよしきっず～おひなさまを作

ろう！
日 2月22日㈫午前9時30分～11時対乳
幼児と保護者場・問第七幼稚園（☎
042-586-3770）

図書館おはなし会
（2月） 1018629ID

▶  高幡図書館
日 2月2日㈬①午後3時から②午後3時
30分から対①0～2歳児②3歳～未就
学児場・問同館（☎042-591-7322）
▶  中央図書館
日①2月9日㈬午後3時30分から②9日
㈬午後4時から③24日㈭午前10時30分
から対①3歳～未就学児②小学生③0
～2歳児定②申込制で先着5人申②
は2月1日㈫午前10時から電話または
来館※月曜日を除く場・問同館（☎
042-586-0584）
▶  多摩平図書館
日①2月10日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）②16日㈬午後3時30分か
ら③16日㈬午後4時から対 ①0～2歳
児②3歳～未就学児③小学生定③申
込制で先着6人申③は2月1日㈫午前
10時から電話または来館※月曜日を
除く場・問同館（☎042-583-2561）
▶  百草図書館
日 2月16日㈬①午後3時から②午後3
時30分から③午後4時から対①0～2
歳児②3歳～未就学児③小学生定③
申込制で先着5人申③は2月1日㈫午
前10時から電話または来館※月曜日
を除く場・問同館（☎042-594-4646）
▶  日野図書館
日 2月16日㈬午後3時30分から対 3歳
～未就学児場・問 同館（☎042-584-

0467）
▶  平山図書館
日 2月17日㈭午前10時30分から（ひよ
こタイム）対 0～2歳児場・問同館（☎
042-591-7772）
　いずれも他 0～2歳児、3歳～未就
学児は15分間、小学生は20分間。詳
細は図書館HP 参照または各館に問
い合わせを。ひよこタイムとは、乳
幼児連れの保護者が気兼ねなく来館
できる時間

移動児童館～みんな
であそぼうIN七ツ塚 

1011621ID

日 2月9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
2月2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）

移動こあらひろば～
IN第二武蔵野台地区
センター 1015740ID

日 2月10日㈭午前10時30分～11時30分
場第二武蔵野台地区センター対乳幼
児と保護者対象申 2月9日㈬までに電
話または来館問もぐさだい児童館
（☎042-591-7001）

プレイルームスペシャ
ル 1008628ID

日 2月14日㈪午前10時～11時30分対
乳幼児と保護者申 2月4日㈮午前10時
から電話または来館場・問ひらやま
児童館（☎042-592-6811）

乳幼児自由参加ひろば～プレ
イルームわいわいワー
ルド 1004025ID

日 2月14日㈪・28日㈪午前10時～11時
30分対乳幼児と保護者定申込制で
先着12組申開催2日前までに電話ま
たは来館場・問みさわ児童館（☎042-
591-3456）

ベビークラス 
1006364ID

日 2月16日㈬午前10時30分～11時対 3
カ月～1歳6カ月の乳幼児親子定申込
制で各回先着7組申 2月1日㈫午前10
時から電話または来館場・問みなみ
だいら児童館ぷらねっと（☎042-599-
0166）

こあら広場 
1012450ID

日 2月17日㈭午前10時30分～11時30分
対 1歳以上の幼児と保護者定申込制
で先着12組申 2月3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）

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば 

1012798ID

日 2月24日㈭午前10時30分～11時30分
対乳幼児と保護者申 2月8日㈫午前9
時30分から電話または来館場・問ひ
の児童館（☎042-581-7675）

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら 

1008085ID

日 2月24日㈭午前10時30分～11時30分
対 1～3歳児と保護者申 2月4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）

ネットスポーツタイム 
1006001ID

日 2月26日㈯午後5時～6時45分内①
バレーボール②バドミントン対中
学・高校生定先着①10人②8人場・問
たまだいら児童館ふれっしゅ（☎042-
589-1253）
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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

子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

ひな祭りお楽しみ会 
1003983ID

日 2月28日㈪午前10時30分～11時対 1
歳以上の未就学児定申込制で先着15
組申 2月14日㈪午前9時30分～26日㈯
午後6時に電話または来館場・問しん
めい児童館（☎042-583-6588）

乳幼児歯科相談 
1007575ID

日 2月2日㈬・4日㈮・9日㈬・16日㈬・
18日㈮の午後1時30分、1時45分、2時、
2時15分、2時30分から場生活・保健
センター内歯科医師による健診・相
談、歯科衛生士による歯磨き指導対
1歳6カ月～4歳の誕生月までのお子さ
ま定申込制で各回先着5人他既に虫
歯がある場合は医療機関の受診を申
電話問健康課（☎042-581-4111）

BCG（結核）予防接種 
1007623ID

日①2月7日㈪・28日㈪②16日㈬いず
れも午前9時30分～11時場 ①生活・
保健センター②福祉支援センター対
生後1歳未満でBCG予防接種未接種
のお子さま※生後5～8カ月未満推奨
持母子健康手帳、予診票、バスタオ
ル、長袖服他詳細は市HP参照問健
康課（☎042-581-4111）

プレママ＆子どもの
お食事なんでも相談 

1016704ID

日 2月8日㈫午前、3月1日㈫午前場生
活・保健センター、オンライン、電話
対妊婦、乳幼児のいる保護者申電話
問健康課（☎042-581-4111）

はじめてママの日
子育てひろば体験 

1009504ID

日 2月15日㈫午後2時～3時対はぴは
ぴの利用が初めての生後5カ月までの
乳児と母親または妊娠中の方定申込
制で先着3組申 2月3日㈭午前10時から
電話場・問地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平「はぴはぴ」（☎042-589-1260）

ベビーマッサージ
パパも一緒にどうぞ 

1003965ID

日①2月26日㈯午後3時15分～4時②3
月6日㈰午後2時30分～3時30分場 ①
多摩平の森ふれあい館②地域子ども
家庭支援センター万願寺「にこにこ」
対生後3～5カ月の乳児と保護者※初
めての方優先定申込制で各日先着6
組申 ①2月8日㈫②2月24日㈭午前10
時から電話問①地域子ども家庭支援
センター多摩平「はぴはぴ」（☎042-
589-1260）②地域子ども家庭支援セン
ター万願寺「にこにこ」（☎042-586-
1312）

今春入学するお子さま
の入学通知書を発送 

1004254ID

　4月に市立小・中学校へ入学するお
子さまの入学通知書を発送します。1
月末までに届かなかった方や、4月ま
でに転出・転居を予定している方は
ご連絡ください。
　なお、国立・私立などの小・中学
校へ入学される場合は、入学承諾書
を2月10日㈭までに市役所5階学校課
へ提出してください（郵送の場合は、
簡易書留などの配達記録の残る方法
でお願いします）。
問学校課（☎042-514-8719）

低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活
支援特別給付金申請
期間終了 1018783ID

　申請受け付けは、2月28日㈪（消印
有効）で終了します。詳細は市HP 参
照またはお問い合わせください。
問子育て課（☎042-514-8598）

児童手当・児童育成手
当の振り込み 

1000561ID

　令和3年10月分～4年1月分の児童手
当（特例給付含む）と児童育成手当は、
2月15日㈫に指定の口座に振り込みま
す。
問子育て課（☎042-514-8598）

子育て世帯を支援するために一時金を支給して
います。右表の①～③に該当する児童の保護者（児
童手当の受給者またはそれに準ずる人）が対象で
す。
※��③の保護者のほか、公務員で①～③の保護者は
申請が必要。対象となる児童手当の所得基準、
必要書類などの詳細は市 HP参照

申 2月28日㈪（消印有効）までに〒191-8686日野市役
所子育て課へ郵便または電子申請※令和4年3月1
日～31日生まれの児童はご相談を

子育て世帯への臨時特別給付金を支給
1018657ID 問内閣府コールセンター（☎0120-526-145）、市子育て世帯への臨時特別給付金コール

センター（☎042-514-8912）
対象児童 申　請 支給時期 支給額

①令和3年9月分の児童手
当(特例給付除く)の支給
対象となる児童

不要
個別に案内を送付済み(児童
手当の振り込み口座に支給）

令和3年12月27
日に振り込み
済み

対象児
童1人に
つき
10万円

②令和3年9月1日～ 4年3
月31日に生まれた児童手
当(特例給付除く)の支給
対象となる児童

必要
窓口で児童手当申請時にあわ
せて申請
※令和3年11月30日までに児童
手当を申請した場合は本給付
金の申請は不要

申請された指
定口座に申請
日の翌月振込
(予定)
※②に該当し、
令和3年11月30
日までに児童
手当を申請し
た場合は令和
3年12月27日に
振り込み済み

③高校生(平成15年4月2日
～18年4月1日生まれ)で、
保護者の所得が児童手当
(本則給付)の支給対象とな
る金額と同等未満の児童

必要
同じ世帯に①の児童がいる場
合は申請不要
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日・場・定下表の通り。午前コースは（前半）午前9時30分～10時30分、
（後半）午前10時45分～11時45分、午後コースは（前半）午後1時30分～
2時30分、（後半）午後2時45分～3時45分※おおむね月3・4回、60分間
の教室で全36回。途中で他会場への変更は不可。申込多数の場合は抽
選（結果は3月中旬に通知予定）内健康運動指導員による簡単なストレ
ッチなど対運動習慣がない65歳以上の市民（昭和33年4月1日以前生ま
れ）※要支援・要介護の認定を受けている方は申し込み不可。4年（隔
年を含む）以上は継続不可。楽・楽（ミニ楽・楽）トレーニング体操と
併せての申し込み不可。楽・楽トレーニング体操の参加者募集は広報
3月号、ミニ楽・楽は4月号に掲載予定￥ 2,000円申 2月17日㈭（必着）
までに〒191-0011日野本町1-6-2生活・保健センター内健康課さわや
か健康体操係へ 往復はがきで（1人1通。夫婦で同一会場・曜日・時間を希
望する場合は1通で可）。往信用裏面に①希望する会場（第1希望と第2
希望）・曜日・時間②氏名（ふりがな）③住所④生年月日⑤電話番号を、
返信用表面に郵便番号、住所、氏名を記入

1016460ID 問健康課(☎042-581-4111)

さわやか健康体操参加者募集（令和4年4月～5年3月）

会場 曜日・時間 1コース
定員

落川交流センター
（落川1400） 月曜日　午後　（前半・後半） 13人

福祉支援センター
（高幡1011）

月曜日　午前　（前半・後半） 20人

火曜日　午後 （前半・後半） 20人

木曜日　午前 （前半・後半） 20人

教育センター体育
館（程久保550） 木曜日　午後 （前半・後半） 30人

新井地区センター
（石田2-4-6） 木曜日　午後　（前半・後半） 13人

勤労・青年会館
（多摩平1-10-1） 木曜日　午後　（前半・後半） 15人

多摩平一丁目地区
センター
（多摩平1-14-95）

木曜日　午前　（前半・後半） 13人

多摩平の森ふれあ
い館内多摩平交流
センター
（多摩平2-9） ※1

水曜日　午前　（前半・後半） 30人

Tomorrow PLAZA
内Tree HALLひの
社会教育センター
（多摩平3-1-1）

水曜日　午後　（前半・後半） 32人

日野台地区セン
ター（日野台4-17） 月曜日　午前　（前半・後半） 15人

市民の森ふれあい
ホール
（日野本町6-1-3）

月曜日　午前　（前半・後半） 20人

※1　  「多摩平の森ふれあい館内多摩平交流センター」は、令和4年10月
～ 12月にかけて改修工事が行われます。工事期間中は、代替会
場として「Tomorrow PLAZA内Tree HALLひの社会教育セン
ター」での実施を予定していますが、万が一、工事期間が前後し
た場合は教室がお休みになることがあります。あらかじめご了
承ください

会場 曜日・時間 1コース
定員

生活・保健センター
（日野本町1-6-2）
（Aは1階「健康サ
ポートルーム輝

かがやき

」、B
は2階「健康増進室」
で開催）

月曜日　午前A　（前半・後半） 37人

月曜日　午後A　（前半・後半） 37人

火曜日　午前A　（前半・後半） 37人

金曜日　午前A　（前半・後半） 37人

火曜日　午前B　（前半・後半） 15人

金曜日　午前B　（前半・後半） 15人

東神明地区セン
ター（神明2-13-1） 火曜日　午前　（前半・後半） 12人

栄町こうゆう館内栄
町二丁目地区セン
ター（栄町2-13-4）

木曜日　午前　（前半・後半） 13人

新町交流センター
（新町1-13） 水曜日　午前　（前半・後半） 45人

東宮下地区センター
（東平山3-11-20） 水曜日　午前　（前半・後半） 13人

平山台健康・市民
支援センター体育
館（平山2-1-1）

金曜日　午前　（前半・後半） 20人

七生台地区セン
ター（平山3-26-3） 水曜日　午後　（前半・後半） 13人

南平駅西交流セン
ター（平山4-18-1） 木曜日　午前　（前半・後半） 15人

平山季
すえ

重
しげ

ふれあい
館内平山交流セン
ター（平山5-18-2）

水曜日　午前　（前半・後半） 20人

南平体育館
（南平4-23-1）

水曜日　午前　（前半・後半） 25人

木曜日　午前　（前半・後半） 25人

社会福祉法人
東京光の家
（旭が丘1-17-17）

月曜日　午前　（前半・後半） 13人

▲往信用裏面記入方法

（往信うら）

①希望会場・曜⽇・時間
第１希望
●●会場 ●曜⽇ 前半
第２希望
△△会場 ■曜⽇ 後半

②あなたの⽒名（ふりがな）
③あなたの住所
④⽣年⽉⽇
⑤電話番号
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▶12月後半～1月前半
［12月17日]農の学校修了式、UCDAアワード
2021授与式、中学生人権作文コンテスト受賞
者報告会［29日]消防団歳末警戒激励［1月9日]
日野市消防団出初式［11日]日野市成人式［14日]
農の学校開校式、東京都後期高齢者医療広域
連合協議会

1016405・1018879ID
問市長公室秘書担当代表☎

市 長 の　
う ご き

「災害時における避難者等の
緊急受け入れに関する協定」を締結

七生緑小学校合唱団と旭が丘小学校合唱団が
日野市文化・スポーツ功労者顕彰を受章

　このたび、ホテルブー
ゲンビリア日野と同協定
を締結しました。これに
より、災害時における避
難者などの緊急受け入れ
の協力を受けることが可
能となります。

　第88回NHK全国学校音楽コンクール
全国コンクール小学校の部で金賞を受
賞した七生緑小学校合唱団と、第74回
全日本合唱コンクール全国大会小学校
部門で金賞を受賞した旭が丘小学校合
唱団の活躍に対し、それぞれ12月21日
と22日に市長が学校を訪問し、文化・
スポーツ功労者顕彰を授与しました。
　各合唱団からはコンクールの報告
と、コンクールで歌った課題曲と自由
曲を披露いただきました。今後も活躍
が楽しみです。

1018675ID 問防災安全課（☎042-514-8962）

1018619・1018620ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8462）

▲�ホテル外観

▲�七生緑小の皆さまと大坪市長
（前列中央）

▲�旭が丘小の皆さまと大坪市長
（前列中央）

　児童、生徒から応募があった132点の作品の中から、
審査の結果選出された日野市優秀賞・入選作品14点
を展示します。
日 2月9日㈬～19日㈯場市役所1階市民ホール

明るい選挙啓発ポスター作品展
1005351ID

問選挙管理委員会事務局（☎042-514-8806）

▲「日野市優秀賞」「東京都優秀賞」
松尾優斗さん（豊田小2年）の作品

▲「日野市最優秀賞」
小山佑美子さん（三沢中2年）の作品

市内で事業活動をする㈲アイグラン、ネイバーズファームのコラ
ボチームがグランプリを受賞
　11月18日、多摩信用金庫を含む1都4県五つの信用金庫の連携協定
「しんきん圏央道アライアンス」主催の「圏央道の宝物グランプリ2021-
2022」において、㈲アイグラン、ネイバーズファームのコラボチーム
が「L

ロ カ パ

OCAPA」（日野産トマトが入った低糖質、低塩分、低脂質のロ
カボパン）で「調理・加工部門」のグランプリを受賞しました。
　今後は、2月に開催される「にっぽんの宝物�全国大会」に出場する
予定です。

1018359ID 問産業振興課（☎042-514-8437）

コニカミノルタ陸上競技部が第66回全日本実業団対抗
駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）に出場

　実業団駅伝の最高峰、「第66回全日本実業団対抗駅伝競走大会（ニューイヤー駅伝）」が1月
1日に開催され、日野市を拠点に活動するコニカミノルタ陸上競技部が出場しました。
　新春の上州路を7人のランナーが見事に襷

たすき

をつなぎました。今後もコニカミノルタ陸上競
技部を応援しましょう！

1016103ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8465）

▲�4区を走った星岳選手

◀�左からネイバーズファームの川名桂
氏、㈲アイグランの岩田祐梨子氏

▲�グランプリを受賞した「LOCAPA」

日
野
市
議
会
議
員
選
挙

日
野
市
選
挙
管
理
委
員
会
・
日
野
市
明
る
い
選
挙
推
進
協
議
会２月20日（日） ２月14日（月）～２月19日（土）

投票日に投票に行けない方は
期日前投票をご利用ください

令和３年度日野市明るい選挙啓発ポスターコンクール最優秀賞　日野市立三沢中学校２年　小山佑美子さんの作品
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　「縄文時代」の「顔」というと、人
ひと

形
がた

を模して粘土で
作られた土

ど

偶
ぐう

を連想することが多いのではないでし
ょうか。令和3年9月から行っている郷土資料館企画
展「縄文の顔・日野の顔」では、市内の遺跡から出土
した土偶や、土器の縁に突起状に付く顔

がん

面
めん

把
とっ

手
て

など
を集めて展示しています。
　市内で最も古い「顔」の遺物は、平山橋北側の遺跡
調査で出土した顔面付土器の破片です。幾何学的と
も言える文様で、ピエロのような顔が表現されてい
ます。また、周辺の調査では、立体的な顔面把手が
縄文時代の住居の中から出土しています。
　縄文時代の中頃（5000年前）、長野・山梨から関東
地方西部にかけて、立体的で造形に富んだ装飾を持
つ土器が盛んに作られました。この中で、耳飾りを
表現する孔を両端に持つ扇形の頭部・中空で丸く縁
どられた顔・アーモンド形のつり目が特徴的な顔面
把手が流行します。前述の平山橋北側の出土例は、
これらの顔面把手の中でも最大の部類に入り、注目

されています。
　もう一つ特筆されるのは、百草地域にある万

まん

蔵
ぞう

院
いん

台
だい

遺跡で見つかった「両面」顔面把手です。通常は顔
面把手の片側にのみ顔が表現されるのですが、本例
は内、外側両方に顔がある、全国的に見ても非常に
珍しいものです。
　他にも、多摩地域に多い小型の土偶や、低地の遺
跡から出土した縄文時代後半の多様な土偶など、市
内遺跡から出土した「顔」たちからは、思いのほか豊
かでユニークな縄文文化の一端を垣間見ることがで
きます（企画展「縄文の顔・日野の顔」は3月6日㈰まで
開催中。ぜひご覧ください）。

縄文の顔・日野の顔
1018709ID

問郷土資料館
（☎042-592-0981）53

▲万蔵院台遺跡出土　両面顔面把手

　新型コロナウイルス感染拡
大により延期していた「公民
館まつり」のステージイベン
トを開催します。音楽・演劇
部門のサークルを中心に、1
年間の活動の成果を発表しま
す。
日 2月27日㈰午前9時50分～午
後3時50分場Zoomでのライ
ブ配信内右表の通り申 2月3日
㈭午前9時から申請フォーム
（QRコード）で

　新リーグで頑張る日野レッドドルフィンズを、テレビで応援しよう！詳細はJ:COM� HPをご確認く
ださい。
放送予定　ディビジョン2　第4節　2月12日㈯午前11時50分～午後2時30分
　　　　　日野レッドドルフィンズ�VS�花園近鉄ライナーズ
放送チャンネル　J:COMチャンネル（地デジ11ch）

1018703ID 問中央公民館（☎042-581-7580）

問企画経営課（☎042-514-8047）

サークル ジャンル 出演時間
開会式 午前9時50分～10時

日野囃子保存会 お囃子 午前10時～10時20分
かわせみハーモニカ・アカデミー ハーモニカ合奏 午前10時30分～10時50分
日野二胡サークル 二胡演奏 午前11時～11時20分
ホクラニ ウクレレ伴奏による歌唱 午前11時30分～11時50分

昼休憩 午前11時50分～午後0時30分
村田村バンド ロックバンド 午後0時30分～0時50分
尺八サークル 尺八演奏 午後1時～1時20分
トルトガマンドリンアンサンブル マンドリン合奏 午後1時30分～1時50分
リコーダーアンサンブル　風 リコーダー合奏 午後2時～2時20分
かぜのね 弦楽演奏 午後2時30分～2時50分
アッソ・ボッサ・アトウン・アトウン サンバ隊 午後3時～3時20分
どぅすの会 沖縄三線演奏 午後3時30分～3時50分

「公民館まつり」音楽・演劇サークルを発表

ラグビー観るならJ:COM!!
地元ラグビーチーム「日野レッドドルフィンズ」の試合をJ:COMで生中継!
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※�3月号の原稿締め切り日を延長しました。4月上旬に催しなどを予定している方は3月号への掲載をご検討ください。
詳細は32ページを参照

原稿締め切り日

　　3月号…2月 4日㈮（※）
4月号…2月28日㈪
5月号…3月25日㈮

　　

�アメリカ人英語講師による英語レッス
ン　2月の月曜・火曜・金曜日／新町交
流センター、多摩平の森ふれあい館／
幼小中高、大人対象※各クラス6人／1
回500円／各クラスの時間、会場な

ど詳細
は問い合わせを／英語サークル（保谷☎
080-5068-6803）へ申し込み

�旭が丘女声合唱団無料体験講習　2月2
日㈬・16日㈬・23日㈷午後3時～4時／
勤労・青年会館／宇賀神（☎090-6038-
2708）へ申し込み

�児童合唱団こんぺいとうの空無料体験
講習　2月2日㈬・9日㈬・16日㈬・23日
㈷午後6時～7時／勤労・青年会館／エ
ーデルワイスな

ど／宇賀神（☎090-6038-
2708）へ申し込み

�シニアピアノ無料体験レッスン　2月の
土曜・日曜日、祝日を除く午前10時、11
時、午後1時、1時45分、2時30分から／
開催場所な

ど詳細は申し込み時にお知ら
せ／60歳以上の女性対象※初心者歓迎
／各回1人／土田（☎090-2499-5143）へ
申し込み
�歴史の見方・歩き方　2月12日㈯・26日
㈯、3月12日㈯午前10時～正午／（公財）
社会教育協会ゆうりか（多摩平）／6,110
円（3回）／同協会（☎042-586-6221）へ申
し込み
�9条破壊と改憲に対抗して、日本と東ア

ジアの平和を構想する（2）　2月12日㈯
午後2時30分～4時30分／ゆのした市民
交流センター（日野本町）／会場15人、
Zoom30人／500円※30歳以下無料／日
野・市民自治研究所（☎042-589-2106）
へ申し込み
�手作り味

み

噌
そ

を作ろう　2月12日㈯・27日
㈰、3月19日㈯午前10時～正午／多摩平
の森ふれあい館／材料費実費／各日10
日前までに自然甲斐（増島☎042-581-
2830）へ申し込み

�お華炭つくり体験講座　2月13日㈰午前
10時～午後3時※雨天中止／落川交流セ
ンター／先着10人／500円／ひの炭やき
クラブ（冨山☎090-8807-5437※ショー

トメール（SMS）で）へ申し込み
�英語おしゃべりクラブから ▶外国人

とお付き合いするための英会話…2月19
日から毎週土曜日午後1時30分～3時／5
人／15,000円※全10回▶オンライン日常
英語繰り返し練習会…2月①1日から毎
週火曜日②4日から毎週金曜日③5日か
ら毎週土曜日／①②午後7時～8時30分
③午後3時30分～5時／1回1,500円※5回
券を初回前に送金／いずれも外国人参
加の回あり／Zoomを使用／同クラブ（☎
042-582-8691）へ申し込み

�「健康寿命」その後は…？手遅れになら
ない終活　2月21日㈪午後2時～3時30分
／多摩平交流センター／15人／㈱葬援
（☎042-506-2300）へ申し込み
�就学1年前（5歳期）での発達検査と指導

の説明会　2月26日㈯午後2時～3時／
ひの市民活動支援センター／市内在住・
在園年中児の保護者、保育関係者対象
／NPO法人ことばのいずみ教室（
kotobanoizumiroom@gmail.com）へ
申し込み
�箏で弾くポップス無料体験講座　3月12
日㈯・26日㈯午後1時30分～4時40分／
もりしげカルチャー倶楽部（南平）／初
心者歓迎／村田（☎042-599-0375）へ申
し込み

�地域交流スペースひだまりから ▶介
護予防ゆったり体操…2月2日㈬・16日
㈬午前10時30分から▶アコーディオン
伴奏で歌いましょう…2月16日㈬午後1
時から／指導あ

り／いずれも下田地区セ
ンター／各回15人／中嶋（☎090-4076-
1982）へ申し込み
�そろそろ体を動かしてリフレッシュし

ませんか！体力up＆ストレッチ　①2
月2日㈬・16日㈬②2月7日㈪・21日㈪・
28日㈪いずれも午前10時～11時30分／
①東町交流センター②落川都営住宅地
区センター／倉橋（☎090-5999-6628）へ
申し込み
�日野生活と健康を守る会から ▶暮ら

しの相談会…2月2日㈬・16日㈬・23日㈷
午前10時～正午／ゆのした市民交流セ
ンター（日野本町）／小林（☎090-9386-
5303）へ申し込み▶子ども勉強会…2月
の毎週水曜日午後5時～8時／コミュニ
ティハウス・アウル（豊田）／小学生、
中学生、高校生対象／若干人／月700円
／安藤（☎080-3016-7991）へ申し込み
�足の冷え対策～精油でフットトリート

メント　2月4日㈮・9日㈬・19日㈯午前
10時30分～正午／会員宅／各日4人／
1,800円※材料費含む。指導あり／麻子（☎
080-6683-2596）へ申し込み

�日野精神障害者家族会から ▶交流会

～情報交換・悩み相談などなんでも…
2月5日㈯午後1時30分～4時／ひの市民
活動支援センター▶家族相談（要申込）
…2月17日㈭午後1時からと3時から／ひ
の市民活動支援センター／家族対象／
いずれも同会（☎080-1238-5960）
�心と体の健康クラブ　2月5日㈯・19日
㈯午後1時30分～4時／多摩平の森ふれ
あい館／丹田呼吸法な

ど／25人／1回400
円※指導あ

り／真鍋（☎080-3015-0752）へ
申し込み
�相続、遺言、生前贈与、成年後見、老

後の備えなど暮らしの無料法律相談
2月5日㈯・13日㈰・19日㈯・26日㈯午前9
時～正午／新町交流センター／10人／
もちづき会（☎070-5467-2757）へ申し込
み
�日野柳友会～川柳句会　2月6日㈰午後1
時30分～3時30分／多摩平交流センター
／兼題…ラジオ、らくらく※各2句／経
験不問／1,000円※見学無料／多胡（☎
042-584-5785）へ申し込み

�ヨガサークル　2月の毎週月曜日午前10
時から／平山交流センター／30人／500
円 ※ 指 導あ

り／MIYUKI（ ☎090-5982-
1753）へ申し込み
�Zoomおしゃべりサロン　2月9日㈬・
23日㈷午後2時～3時／オンライン（Zo
om）／趣味の話や作品・作句の発表※
指導あ

り／5人／（一社）Rapport（☎090-
1848-1813）へ申し込み
�がんカフェひの　2月9日㈬午前10時～
11時30分／市立病院／交流な

ど／酒井
（☎080-1144-2448）
�相続、遺言（書き方）、成年後見、老後

の準備など暮らしの無料相談　①2月
10日㈭②15日㈫いずれも午後1時30分～
4時／①平山交流センター②多摩平交
流センター／相続・遺言を考える会（飯
田☎090-8564-5208）へ申し込み
�絵画特別研究会～人物を描く　2月11日
㈷午前9時30分～午後5時／ひの煉瓦ホ
ール（市民会館）／初心者歓迎／1,500円
※指導あ

り／用具、昼食持参／日野市美
術連盟（倉津☎042-593-3297）

�コーヒーで政治を学び、語る会～私た
ちの政治カフェ・日野　2月12日㈯午後
1時30分～4時／愛隣舎ホール（多摩平）
※直接会場へ／300円／林（☎090-7901-
4301）

�日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅前お掃
除　2月13日㈰午前6時京王線高幡不動
駅南口バス付近集合、午前7時解散／
小学生以上対象／軍手持参／同会（惟

これ

住
ずみ

☎042-594-7730）
�第30回婚活テラスTAMA～55歳からの

婚活お茶会　2月13日㈰午後2時～4時／
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
／50歳以上の独身者対象／500円※飲
み物付き／山中（☎090-1733-6661）へ申
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し込み
�ゆざわここからネットから ▶お灸と

ツボでセルフケア…2月15日㈫午後1時
から／10人▶歌ってら・ら・ら…2月18
日㈮午後1時30分から／20人▶楽ゆるエ
クササイズ…2月22日㈫午後1時30分か
ら／10人／いずれも湯沢福祉センター
内同施設／500円※指導あ

り／同施設（☎
042-593-5959）へ申し込み

�千代紙ひな人形を絵手紙に　2月16日㈬
午後1時30分～3時30分／東部会館／300
円（切手代含む）／絵手紙こでまり（金子
☎042-583-8077）へ申し込み
�ジュエリーリフォーム・メンテナンス

ご相談会　2月20日㈰午前11時～午後6
時／PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー）／詳細は問い合わせを／富田（☎
070-2682-3493）

�南新井ぶらり体感・地域と防災　2月26
日㈯午前10時～正午／南新井ふれあい
サロンな

ど／100円／詳細は南新井自治
会 HP 参照または問い合わせを／同自
治会（ minamiarai-pr@jichikai.org）

�日野市不登校を考える親と子の会　2月
27日㈰午後1時30分～4時30分／市民の
森ふれあいホール／不登校の子を持つ
親対象／大森（☎090-3530-4122）

�日野市ひきこもり家族会　2月27日㈰午
後2時～5時／多摩平の森ふれあい館／
当事者、家族、ひきこもりに関心があ
る方対象／15人／500円※当事者は無料
／平野（☎090-6923-0003）
�わくわく大人のお話会～昔話を聞く　3
月6日㈰午後2時から／多摩平の森ふれ
あい館／先着30人／日野お話の会（田島
☎042-583-0896）へ申し込み
�ひの社会教育センター～フィットボク

シング　2月9日㈬午後2時～3時、12日
㈯午後7時～8時／同センター（多摩平）
／1,650円／詳細は問い合わせまたは同
センター HP参照／同センター（☎042-
582-3136）

�歌で楽しむ元気会　2月2日㈬午前10時
30分～11時30分／七生福祉センター／
季節の童謡・唱歌、歌体操な

ど／おおむ
ね65歳以上対象／500円※指導あ

り／上
履き持参／小川（☎042-594-9960）

�バランスボールで体力づくりと免疫力
アップ　2月3日㈭・24日㈭午前10時～
11時／多摩平の森ふれあい館／産後2カ
月以降の方からアクティブシニア対象
※お子さま同伴可／2回3,000円（1回2,000
円）／横山（☎090-9976-8269※ショート
メール（ＳＭＳ）にて）へ申し込み
�0歳から2歳のリトミック　①2月2日㈬・
16日㈬、3月9日㈬の午前10時30分から
②2月3日㈭・10日㈭・24日㈭、3月3日㈭

の午前10時から／開催場所な
ど詳細は申

し込み時にお知らせ／①0～1歳児と保
護者対象②1～2歳児と保護者対象／各
回5組／1,800円※指導あ

り／土田（☎090-
2499-5143）へ申し込み

�日野子育てパートナーの会から ▶み
んなのはらっぱ万願寺①おやまにあつ
まれ！②ななちゃんといっしょにあそ
ぼう③小児科専門医中村敬先生の子育
て健康相談…①2月3日㈭午前10時30分
～11時15分②10日㈭午前10時30分～11時
③15日㈫午前10時10分～11時25分／①
万願寺交流センター向かいの丘②③万
願寺交流センター▶みんなのはらっぱ
～カワセミハウスプレオープン…2月18
日㈮午前9時30分～午後2時30分／カワ
セミハウス／いずれも乳幼児と保護者
対象／同会（☎042-587-6276）へ申し込
み
�ちびっこチアダンス体験レッスン　2月
5日㈯・19日㈯午後1時～2時30分／新川
辺地区センター／4～10歳対象※指導あり
／飲み物、敷物持参／山口（☎090-
2333-0860）

�ラ・ヴィ・アン・ローズ・ダンスパー
ティー　2月6日㈰・20日㈰午後1時～3
時30分※20日はドレス限定トライアルあ

り

／新町交流センター／50人／700円／マ
スク、飲み物持参／マダム小夜子（☎
090-5414-4858）

�あかいやね～①チームまじょによる朗
読劇②歌のコンサート　①2月7日㈪②
19日㈯いずれも午前11時から／同施設
（程久保）／子育て中の親子対象／同施
設（☎042-594-7841）へ申し込み

�光塩学院日野幼稚園～2022年度プレク
ラス説明会　�2月15日㈫午前10時30分か
らと3月5日㈯午前10時から／同園（程久
保）／未就園児親子対象／上履き、外靴
を入れる袋持参／同園（☎042-592-5526）
�NPO法人子どもへのまなざし～よち

よちとことこひろば　2月18日㈮午前10
時～11時30分／仲田の森蚕

さん

糸
し

公園／絵
本シアター／乳幼児親子対象／水筒、
着替え持参※汚れてもよい服装で／同
法人（☎042-843-1282※月曜～木曜日午
前10時～午後5時）

�リリックダンスパーティー　2月19日
㈯・23日㈷午後1時～4時／新町交流セ
ンター／600円／飲み物持参／五味（☎
090-2633-7775）

�第141回日野市モーニング・フォーラム
2月20日㈰午前6時30分～7時45分／日野
市商工会館（多摩平）／地域コミュニテ
ィーの店づくり／ふれあい塾（林☎090-
2656-1936）

�こども食堂～さくらちゃん　2月20日㈰
午後4時～5時／日野キリスト教会（大坂
上）／お弁当配布／小学3年生以下は大
人同伴／300円※中学生以下無料／山田

（☎080-5491-8904）へ申し込み
�人形劇団プーク～人形劇「りんごかもし

れない」　2月20日㈰午後3時30分から／
Tree�HALL（多摩平）／親子2,500円、高
校生以上2,000円、65歳以上・中学生以
下1,000円／日野子ども劇場（☎042-583-
8226※火曜・金曜日午後2時30分～4時
30分）へ申し込み

�もぐさ台幼稚園～親子で遊ぼう　①2
月21日㈪午前11時～11時30分②14日㈪・
21日㈪・28日㈪午前11時30分～午後0時
30分／同園（百草）／①1歳児親子リトミ
ック②園庭開放／①平成31年4月2日～
令和2年4月1日生まれの子と親②平成
28年4月2日～令和2年4月1日生まれの子
と親対象／詳細は同園 HP 参照／同園
（☎042-591-1729）へ申し込み
�①ベビーマッサージ（②触れ合い遊び）

とアロマの咳を鎮めるオイル作り　①2
月28日㈪午前10時15分～11時45分②21
日㈪午後1時15分～2時45分／万願寺交
流センター／①2カ月から歩行前までの
乳児と母親②1歳～未就園児の子と母親
対象／いずれも4組／各日1,800円※材
料費な

ど含む／伊勢谷（☎090-4133-5417）
へ申し込み

�吊るし雛
び な

・オリジナルテディーベアコ
レクション展　2月1日㈫～3月6日㈰午
前11時～午後6時／ギャラリー・カフェ大
屋（日野本町）／同施設（☎042-587-8563）
�光の家新生園第25回手さぐりの作品展

～生きるあかし　2月10日㈭～12日㈯午
前10時～午後7時／イオンモール多摩平
の森3階イオンホール（多摩平）／視覚障
害者の方々が作った作品展示／（社福）
東京光の家（☎042-581-2340）

�日野市軟式野球連盟～令和4年度連盟
登録・春季大会受付　2月5日㈯午後6
時～8時、6日㈰午前9時～正午／多摩川
グラウンド管理棟／大会は4月3日から
原則毎週日曜日開催／26,000円／詳細
は同連盟 HP 参照または問い合わせを
／同連盟（☎080-2038-3493）
�日野市インディアカ協会～第40回日野

市民ふれあい大会　3月13日㈰午前9時
～午後4時30分／市民の森ふれあいホー
ル／市内在住・在勤・在学者、協会会
員対象／500円／2月26日㈯午後7時から
南平駅西交流センターで実施の会議で
費用を添えて申し込み／同協会（首藤☎
042-591-6947）
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市役所1階　市民相談窓口で受け付ける相談　問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

法律相談（多
重債務含む）

7日㈪・28日㈪午後1時30分～4時
1日㈫・8日㈫・15日㈫・22日㈫午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。月曜日から次週分を予約受け付け。
3月1日㈫は2月21日㈪から、3月7日㈪・8日㈫は2月
28日㈪から予約を

土曜法律相談 19日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。7日㈪から予約を

不動産相談 16日㈬午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

交通事故相談 25日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

税務相談 2月の税務相談はありません

登記相談 3日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相談 休止。 総務省行政相談センター「きくみみ」（電話
相談）をご利用ください（☎0570-090-110）

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

4日㈮・17日㈭午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

労働相談 18日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

※�市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日（祝日を除く）の午前8時30
分～午後5時15分に受け付け。予約などの受け付けは電話で午前8時
30分から（先着順）

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

市長相談

24日㈭午前9時30分～11時30分※日程変更・中止の
場合あり。相談時間30分
場中央公民館高幡台分室
申 1日㈫～7日㈪に電話※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
問市長公室市民相談担当（☎042-514-8094）

子どもの虐待
相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問虐待相談電話（☎042-599-5454）

妊婦・乳幼児
健康相談（3月
実施分も掲載）

さかえまち児童館　
2月7日㈪午前、 3月7日㈪午前
あさひがおか児童館
2月21日㈪午前
生活・保健センター
2月25日㈮午前、 3月25日㈮午前
ひらやま児童館
3月14日㈪午前
申時間予約制。開催前月の3日から開催日の前日ま
で（土曜・日曜日を除く）に電話※定員あり
問子ども家庭支援センター（☎042-843-3663）

子ども家庭
総合相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問同センター（☎042-599-6670）

創業相談
PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1～第4水曜日午後1時～5時※電話予約制。相談時
間1時間
問産業振興課（☎042-514-8442）

消費生活相談
生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前9時30分～正午、午後1時～4時
問消費生活センター（☎042-581-3556）

福祉オンブズ
パーソン苦情
相談

市役所1階市民相談室など
1日㈫・15日㈫午前9時15分～11時30分、 9日㈬・24日
㈭午後2時15分～4時30分※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（☎042-514-8469）

子育て相談

地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」
月曜日を除く毎日午前9時30分～午後5時�☎042-589-1262
地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
火曜日を除く毎日午前9時30分～午後4時30分�☎042-586-1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-586-1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-585-8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時�☎042-592-6888

健康相談・生
活習慣病予防
食生活相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時（電話予約）
問健康課（☎042-581-4111）

人権身の上相
談（子どもの
相談含む）

当面の間休止。みんなの人権110番（電話相談）をご
利用ください（☎0570-003-110※土曜・日曜日、祝
日を除く午前8時30分～午後5時15分
問平和と人権課（☎042-584-2733� FAX 042-584-2748）

ひとり親家庭
相談

市役所2階セーフティネットコールセンター
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分（原則
予約制）
問セーフティネットコールセンター（☎042-514-8546）

女性相談

男女平等推進センター（多摩平の森ふれあい館）
毎月第1～第4火曜日午後6時～9時、毎月第1～第4水
曜日午前9時45分～午後4時、毎月第1・第3金曜日午
後1時30分～4時30分
※予約制（電話・ファクス・窓口）。どなたでも可。
手話・保育あり（10日前までに予約）
問平和と人権課（☎042-587-8177� FAX 042-584-2748）

発達・教育
相談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時、第4日曜日午
前9時～午後5時
☎042-589-8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-514-8028（子どものこころ電話相談）

障害を理由と
する差別に関
する相談

障害福祉課
月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分
☎042-514-8991� FAX 042-583-0294
エール（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-589-8877� FAX 042-514-8740
自立生活センター日野
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-594-7401� FAX 042-594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日午前9時30分～午後5時30分
☎042-591-6321� FAX 042-599-7203
やまばと
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-582-3400� FAX 042-582-3302

民間賃貸住宅
（アパートな
ど）入居相談

毎週木曜日午後1時～5時
市役所会議室（電話相談可）※電話予約制（各日先着4組）
申日野市社会福祉協議会（☎050-3537-5765）
問都市計画課（☎042-514-8371）

【事業者向け】
中小企業診断
士個別相談

日土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～正午と午後
1時～5時※1人1時間
場日野市商工会館（多摩平）、市役所1階市民相談窓口
内経営・補助金申請など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
社会保険労務
士個別相談

日問い合わせを
場日野市商工会館（多摩平）
内雇用調整助成金・労働関係など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
弁護士による
経営相談

日申し込み後に調整
場日野市商工会館（多摩平）
内債権回収など
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

【事業者向け】
決算確定申告
相談会

日 2月16日㈬～3月15日㈫の午前9時～正午、午後1
時～4時※土曜・日曜日、祝日を除く。相談時間最
大1時間
場日野市商工会館（多摩平）
申電話※事前申込制
問日野市商工会（☎042-581-3666）

2月の市民相談
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必ず保険証をご持参ください
※来院の際は電話連絡を

二中

市立病院

JR中央線 至日野至八王子
豊田駅

多摩平交番前

多摩平五丁目

日野二中入口

ショッピング
モール

駅
園
草
百
至

消防署

京王線

至多摩動物公園駅

高幡不動駅

モノレール高幡不動駅
至新井橋

高幡不動尊

（歩行者のみ）

電話相談
♯8000 03-5285-8898

救急診療

保健師・看護師（必要に応じて
小児科医）などによる

プッシュ回線の固定電話 プッシュ回線以外の固定電話、携帯、
スマートフォンなど

○子供の健康・救急に関する相談　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後6時～翌朝午前8時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前8時～翌朝午前8時

休日準夜診療所
（内科・小児科）
多摩平3-1-12医師会館1階
☎042-584-1661※土曜・日曜日、祝日午後7時30分～
10時30分。受け付けは午後10時20分まで

平日準夜こども応急診療所
（小児科※中学生まで）
高幡1011（福祉支援センター内）
☎042-592-9940※水曜・木曜・金曜日（祝日を除く）午
後7時30分～10時30分。受け付けは午後10時20分まで

休日歯科応急診療所
高幡1011（福祉支援センター内）
☎・ 042-594-2111※日曜日、祝日午前9時～午後4時

東京版 救急受診ガイド

東京消防庁救急相談センター
《24時間医療機関案内》

▶東京都保健医療情報センター

病院？救急車？迷ったら

日野消防署　☎042‒581‒0119
豊田出張所　☎042‒582‒0119
高幡出張所　☎042‒592‒0119

ひ ま わ り ☎03－5272－0303
外国人専用 ☎03－5285－8181

（午前9時～午後8時）

つながらない場合は
♯

1002357ID

次
ペ
ー
ジ
に
休
日
診
療
医
を
掲
載

救急病院2月宿日直予定表

■花輪病院 昼：午前9時～午後5時　夜：午後6時（土曜・日曜日、祝日は午後5時）～午前8時30分（土曜日、祝前日は午前9時）☎042-582-0061

内＝内科、外＝外科、耳鼻＝耳鼻咽喉科、整形＝整形外科、
泌尿＝泌尿器科、眼＝眼科、皮膚＝皮膚科、脳外＝脳神経外科

※診療科目は変更される場合があります。事前に東京消防庁救急相談センター（♯7119）へ問い合わせを1002359ID

（注）2月4日㈮午後10時～5日㈯午前3時は、システム作業のため通常よりも検査・診察に時間がかかります。
お願い　市立病院の土曜・日曜日は大変混雑しています。急病の患者さまやかかりつけ医紹介の患者さまの診療を中心に行っています。ご理解とご協力をお願いします。
※市立病院小児科は東京都の休日・全夜間診療体制のもと救急車・紹介などの対応を常時行っています

■市立病院 ※まずはお電話を
昼：午前8時30分～午後5時　夜：午後5時～午前8時30分

宿日直予定は変更になる場合があります。来院前に市 HP をご確認いただ
くか、お問い合わせください。

☎042-581-2677

至立川駅

八坂神社

銀行

　

線
央
中

川
立
至

駅
野
日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈷ ㈯
夜 夜 夜 夜 夜 昼 夜 夜 夜 夜 夜 昼 夜 夜
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・
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五
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の森

子
王
八
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至

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈷ ㈯
夜 夜 夜 夜 昼 夜 昼 夜 夜 夜 夜 夜 昼 夜 昼 夜
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・
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産 婦 人 科

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
㈰ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪ ㈫ ㈷ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪

昼 夜 夜 夜 夜 夜 夜 夜 昼 夜 夜 夜 昼 夜 夜 夜 夜 昼 夜 夜

内内
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内
・
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形 内 内 内 内 内内

内
・
外

内
・
外
・
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外
　

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
㈰ ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪ ㈫ ㈷ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰ ㈪

昼 夜 夜 夜 夜 夜 夜 昼 夜 昼 夜 夜 夜 昼 夜 夜 夜 昼 夜 昼 夜 夜
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休日診療医

※混雑状況により診療までお待ちいただくことや、午後の診療時間が変更になる場合があります。
　また駐車スペースも限られています。ご了承ください

受診前に必ず医療機関へ電話連絡を
診療時間 午前9時～正午、午後1時～5時1006854ID

前
ペ
ー
ジ
に
救
急
診
療
・
救
急
病
院
2
月
宿
日
直
予
定
表
を
掲
載

立川
モノレール

文

子
王
八
至 中央線

スーパー

中央図書館

南口

ショッピング
モール

望月医院
（内・外科）
多摩平6-31-4
☎042-581-0504� 駐車場：4台

小松医院
（内・小児科）
多摩平4-9-1
☎042-581-0474� 駐車場：3台

2月13日㈰

2月27日㈰

2月11日㈷

2月23日㈷2月20日㈰

歩道橋
北野街道

コンビニ

GS

南平小

至南平駅 京王線

にしくぼクリニック
（外・胃・内科）
石田2-9-21
☎042-589-3532� 駐車場：13台

もぐさ園三沢台診療所
（小児・内・外科）
三沢2-12-13
☎042-592-0466� 駐車場：3台

2月6日㈰

至聖蹟桜ヶ丘

コンビニ

百草園駅前クリニック
（内・消・小児・アレ科）
百草204-1 ガーデンビュー石神D1F
☎042-599-3266� 駐車場：8台

京王平山クリニック
（内科）
平山2-37-8
☎042-592-5111� 駐車場：4台

しみずこどもクリニック
（小児科）
豊田4-34-7 オーチャード1F
☎042-581-1717� 駐車場：5台

石塚医院（内科）
多摩平2-3-4
オリエント丹野マンション豊田
☎042-584-4111�付近に有料駐車場あり

松田整形外科医院
（外・整・リハ科）
百草999 百草団地医療センター2-8-1-201
☎042-593-8175� 駐車場：3台

みぞべこどもクリニック
（小児科）
高幡507-4 リーデンススクエア高幡不動
☎042-592-2311� 駐車場：15台

さいとう内科クリニック
（内・消科）
南平4-10-4 2-B
☎042-591-0100�駐車場：施設内駐車場31台

石川クリニック
（内科・小児科）
高幡6-3
☎042-593-8113� 駐車場：2台
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広告欄
広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。

　5月8日㈰に開催するひの新選組パレードに
参加する隊士を募集します。
対平成19年（2007年）4月1日以前生まれの方定

申込制で100人※衣装・小道具の刀など一式持
参の方は別枠。申込多数の場合は抽選￥隊士
（衣装貸し出し）…7,000円（市内在住者は6,500
円）、隊士（衣装など一式持参）…3,500円（市内
在住者は3,000円）※配役
者の募集はありません
申 3月1日㈫（消印有効）ま
でに〒191-0011日野本町
2-15-9日野市観光協会
「ひの新選組まつり実行
委員会」へ応募用紙（日
野市観光協会 HP から
ダウンロード可）を郵送

1018832ID

問日野市観光協会（☎042-586-8808※月曜日および
月曜日が祝日の場合はその翌日を除く）

第25回

パレード隊士募集

▲パレードの様子

　歴史と自然を感じながら、春の百草・倉沢を
歩いて全6カ所のデジタルスタンプを集めると、
新鮮な百草産ミルクを使ったジェラート詰め合
わせが抽選で100人に当たります。また、期間
中は都内有数の梅の名所である京王百草園で
梅まつりも開催されます。
日 2月5日㈯～3月21日㈷
他参加方法などの詳細はイベント専用HP参照

1018681ID 問日野・百草スマホで集めるスタン
プラリー事務局（☎080-9422-3602※2月5日㈯～3月21
日㈷午前10時～午後5時）

日野・百草スマホで集
めるスタンプラリー
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掲載のイベントなどは新型コロナウイルスの影響で中止・延期する場合があります

姉妹都市盟約締結5周年 岩手県紫波町
元副市長問題
令和4年度市・都民税の申告
ワーク・ライフ・バランスについて
布製マスクの配布 など
日野市の子育て情報
さわやか健康体操参加者募集
明るい選挙啓発ポスター作品展 など
みんなのメモ帳
2月の市民相談
救急診療、救急病院宿日直予定表、休日診療医
日野市議会議員選挙、広報ひの4月号の配布
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目次 1月20日時点の情報に基づき作成しています

市政のお知らせ・催し

紫波町出身の巽聖歌

「水口」の詩碑
　童謡「水口」は、田の
水の取り入れ口の中
を泳ぎ、群れるオタマ
ジャクシを見た巽聖
歌が、大正14年(1925)
に作詩したものです。
北原白秋に絶賛され
たことで、巽聖歌の出
世作となりました。
　この詩が刻まれた
石碑は、紫波町の紫波
運動公園内に設置さ
れています。

みな くち

姉妹都市盟約締結 5 周年

岩手県 紫波町
童謡「たきび」の作詩者・巽聖歌がつないだ縁

たつみせいか

広報Hino City Public Relations

SDGs IN ACTION HINO
TRANSFORMING OUR WORLD

SDGs未来都市 日野

月号令和４年
(2022年)2

令和4年2月1日発行　第1515号
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令和4年1月1日現在
※(　 )内は前月比日野市

の人口 1004620ID

1018908ID

うち外国人

※外国人のみ世帯（令和3年11月号から）※

人口
男
女
世帯

全体
3,235人
1,608人
1,627人
1,731世帯

187,304人
93,665人
93,639人
91,736世帯

（－3）
（－4）
（＋1）
（－6）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

106人
162人

－56人

681人
623人
－5人
＋53人

人口増減
の内訳
（12月）

広報ひの4月号の配布について 問市長公室広報担当（☎042-514-8092）
　広報ひの4月号は、日野市議会による予算議決後からの配布となるため、4月1日㈮以降、順次各戸へ配布します。通
常より配布が遅くなりますが、ご了承ください。4月上旬に開催する催しなどを「みんなのメモ帳」へ掲載する予定の
方は、3月号への掲載をご検討ください（各号の締め切りは26ページ参照）。

日野市議会議員選挙
1018810ID 問選挙管理委員会事務局（☎042-514-8806� senkan@city.hino.lg.jp）

2月20日㈰ 投票時間　午前7時～午後8時

日程 会場 時間

2月14日㈪
～19日㈯

市役所1階101会議室
午前8時30分
～午後8時七生公会堂1階

七生福祉センター

イオンモール多摩平の森3階
イオンホール

午前10時
～午後8時

市内で転居した方
　令和4年1月26日までに転居届を提出した方は
新しい住所地の投票所で、1月27日以降に転居
届を提出した方は従前の投票所で投票してくだ
さい。

選挙公報の全戸配布 
　候補者の政見などを掲載した選挙公報を、2
月15日㈫ごろから日野市シルバー人材センター
より全戸配布します。
問日野市シルバー人材センター（☎042-581-8171）

不在者投票
　滞在先の区市町村の選挙管理委員会、病院や
老人ホームなどで不在者投票を行うことができ
ます。詳細は選挙管理委員会事務局へお問い合
わせください。

郵便等による不在者投票
　身体障害者手帳などをお持ちの方で、障害や
要介護度の程度が定められた等級に該当する方
は自宅などで投票用紙を記載し、郵送する方法
で投票することができます。詳細は選挙管理委
員会へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染予防
▶����投票所の出入り口に手指消毒アルコールを用
意します。
▶����投票所内の定期的な換気を行います。
▶����投票所内ではマスクの着用をお願いします。

日野市で投票できる方
　平成16年2月21日までに生まれた方で、令和3
年11月12日までに日野市の住民基本台帳に登録
され、投票日まで引き続き日野市に住んでいる
方です。

入場整理券は世帯ごとに封書で
　投票所入場整理券は、2月9日㈬ごろから世帯
ごとに封書でお送りします。世帯全員の入場整
理券を一つの封筒に入れて郵送します。入場整
理券に記載のある投票所へお出掛けください。

期日前投票
　投票日当日に投票所へ行けない方は期日前投
票ができます。会場と日時は下表の通りです。

投票所でのお手伝い
▶��投票所で手話通訳が利用できます。あらかじ
め選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
▶��目の不自由な方は点字投票ができます。
▶����身体が不自由などの理由で、ご自分で文字が
書けない方は代理投票ができます。
▶����投票所には車椅子、筆談機、コミュニケーショ
ンボードをご用意しています。

詳細は市HPをご覧ください。




