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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
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■令和4年度の主な取り組み

▶��新型コロナウイルス療養支援（新型コロナあんしん健康相談窓口の運営�ほか）
▶��産後家庭の見守り支援（産後家庭向け配食サービスの実施）　など

新型コロナウイルス感染症
対策
1億5,162万円

▶��キャッシュレス決済の推進
（収納事務、証明書交付手数料などでの取り扱い開始）
▶��（仮称）コンプライアンス委員会の設置
▶��働き方改革の実施（職員の配置適正化・業務効率化）　など

市政運営とサービスの
高度化を支える体制づくり
6億1,852万円

▶��CO₂排出削減の取り組み（電気自動車の導入）
▶��20５0年のカーボンニュートラルを見据えた気候非常事態宣言の発出
▶��第3次環境基本計画と第4次地球温暖化対策実行計画の推進　など

気候危機への取り組み
1,165万円

▶��災害時における避難行動要支援者を対象とした個別避難計画の策定
▶��ひきこもり支援（当事者、家族などを対象とした居場所の提供）
▶��多様性を認め合うことのできる地域づくり（パートナーシップ制度の創設�ほか）
▶�庁内連携によるヤングケアラー支援策の検討　など

地域と共に目指す
誰もが生きやすい社会の実現
2,586万円

▶��（仮称）子ども包括支援センターの建設
▶��GIGAスクール構想の推進
（学習ソフトの導入、小学1年生一人一台の端末整備）
▶��学校トイレ改修、小学校屋内運動場のエアコン整備　など

安心して育ち、
学べる環境の充実
7億5,459万円

▶��後期高齢者に対する保健事業と介護予防事業の一体化
▶��住民主体活動型の介護予防・日常生活支援サービス提供のための体制整備
▶��シニアICT支援事業（スマートフォン講座、スマホお助け隊養成講座、見守
り活動への活用�ほか）　など

フレイル問題への取り組み
6,933万円

▶��SDGs登録・宣言制度の推進
▶��企業立地支援（企業立地奨励金、ものづくり企業等地域共生推進助成金の継続�ほか）
▶��（仮称）日野市工業振興計画の策定
▶��地域における動物相談の体制整備　など

共創で進めるまちづくり
6,348万円

▶��都市計画道路3・3・2号線の用地確保
▶��新南平体育館の開設
▶��誰もが遊べる公園を目指したインクルーシブ遊具の設置
▶防災情報配信システムの拡充、避難所運営のための地域自主防災会への活動支援　など

安全安心な都市基盤
15億198万円

※下記事業は令和3年度からの繰越事業および1号補正の事業が含まれます
※各費用は概算です

■特別会計の概要
　前年度に比べ1.５%（7億9,６34万円）の増加となりました。主な
理由は、国民健康保険特別会計が、新型コロナウイルス感染症
の影響による受診控えからの回復により６.0%（9億５,143万円）増
加、介護保険特別会計が、高齢化の進展や給付サービスの利用
者の増加などから1.4%（2億2,1５８万円）増加したことによるもの
です。一方、工事費などの投資的経費について、現在の事業の
進捗状況と中期的な将来見通しを勘案し、事業の優先順位付け
と見直しを徹底した結果、土地区画整理事業特別会計は3.9%
（８,9６1万円）の減少、企業債償還の進捗や大型事業の完了から、
下水道事業会計は9.８%（６億５,８00万円）減少しました。

区分 予算額 対前年度
当初予算比増減

国民健康保険特別会計 167億548万円 6.0%

土地区画整理事業特別会計 22億312万円 ▲ 3.9%

介護保険特別会計 156億3,211万円 1.4%

後期高齢者医療特別会計 48億3,809万円 6.0%

市立病院事業会計 102億2,292万円 1.0%

下水道事業会計 60億4,623万円 ▲ 9.8%

計 556億4,795万円 1.5%
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令和4年度予算を公表
　令和4年度の当初予算が第1回市議会定例会で可決されました。
　予算総額は令和3年度と比較し、1.８％減の1,217億79５万円、このうち一般会計の予算額
は、前年度比4.3％減の６６0億６,000万円となりました。
　歳入予算では、市税および地方消費税交付金について、新型コロナウイルス感染症の
影響が限定的だったことを踏まえ増収を見込んでいます。歳出予算では、高齢化の進展
などに伴う社会保障関連経費が増加している一方で、南平体育館建設工事や豊田小学校
東校舎改築工事が完了したことなどから、予算規模では前年度比で減少しています。

総額 1,217億795万円
(前年度比1.８％減)

一般会計
660億6,000万円
(前年度比4.3％減)

特別会計
556億4,795万円
(前年度比1.５％増)

令和4年度予算のポイント
　令和4年度予算編成は、予算編成方針の中におい
て掲げた、①厳しい社会環境、財政状況下でも積極
的に課題解決に向かう、“諸力融合”を基本とした、
市の財源負担のみによらない事業推進体制をつくる
②日常的に新型コロナウイルスの感染防止に留意し
ながら生活する「ウィズコロナ」を契機として、より
効果的・効率的な実施となるよう事業を見直すとい
う2点を柱に、事業の優先順位付けや在り方の見直
しを引き続き徹底し、取り組みました。

その他
6,625円
(±0円)

市議会運営、労働、
農業、商工振興など
のための費用

衛生費
1万2,871円
(+1,1６６円)

消防活動、災害対策
などの費用

消防費
1万6,964円
(+６00円)

市債（市の借り入れた
お金）の返済のための
費用

土木費
2万4,521円
(▲777円)

道路の新設・維持管理、
公園整備、市営住宅の
維持管理などの費用

2万9,355円
(▲６６4円)

ごみ処理、保健衛生、
予防接種、環境衛生
などの費用

一般会計を市民一人
当たりに換算すると

貯金
(基金残高)

借金
(市債残高)

市民一人当たりの歳出額　 35万3,149円(▲1万６,0６1円)

市民一人当たりの税負担額 16万2,735円(+８,494円)

※歳出額は一般会計のもの。市民一人当たりの金額は、令和4年4月1日現在の人口1８7,0６0人で算出

教育費
3万8,317円
(▲2万179円)

小・中学校教育、社会教育、市民会館、
公民館活動、スポーツ活動などの費用

5万504円(+1万9,7５9円)
基金は、家計における「貯金」に当たるも
ので、急激な税収の減や予測できない災
害、公共施設の老朽化などに対応するた
めに必要となる費用に充てられます。

18万5,324円(▲9,1５3円)
市債は、多額の資金を必要とする事業を
実施するため国や銀行から借り入れる借
金のことです。

公債費

3万3,902円
(▲1,34８円)

庁舎管理、徴税、統計、選挙事務、戸籍、
住民登録などに必要な費用

民生費
19万594円
(+５,141円)

高齢者や障害者などに対する社会福
祉、児童福祉や生活保護のための費用

1019187（一般）・1019188（特別）ID 問財政課（☎042-５14-８07６）

総務費

▲一般会計 ▲特別会計

令和4年度予算を公表

※（　　）内は前年度比

広報ひの　令和4年5月号 広報ひの　令和4年5月号2 3



■一般会計歳出歳入構成図

一般会計
歳出
660億
6,000万円

民生費民生費
3５６億５,243万円3５６億５,243万円
(５4.0%）(５4.0%）〈+2.８％〉〈+2.８％〉

教育費教育費
71億６,7６3万円71億６,7６3万円
(10.9%）(10.9%）
〈▲34.５％〉

総務費総務費
６3億4,17８万円６3億4,17８万円
(9.６%）(9.６%）
〈▲3.８％〉

衛生費衛生費
５4億9,119万円５4億9,119万円
(８.3%）(８.3%）
〈▲2.2％〉〈▲2.2％〉

土木費土木費
4５億８,６８4万円4５億８,６８4万円
(６.9%）(６.9%）
〈▲3.1％〉〈▲3.1％〉

公債費
31億7,32６万円
(4.８%）
〈+3.7％〉

消防費
24億7６2万円
(3.６%）
〈+10.0％〉〈+10.0％〉

その他（商工費、
議会費など）
12億3,92５万円
(1.9%）〈±0％〉

令和4年度予算を公表 令和4年度予算を公表
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■日野市の財政状況

・�歳入予算の根幹となる市税は、新型コロナウイルス感染症の影響など
による所得の減少や企業の業績悪化などを背景とした減少を見込んで
いましたが、令和3年度中の徴収実績から、影響が想定よりも限定的
であることが明らかになってきたことにより増収を見込んでいます。
・�歳出予算は、新型コロナウイルス感染症への対応など、必要な事業は
積極的に実施していきつつ、大型工事の平準化などの取り組みを行っ
たことなどにより、昨年度と比較し、30億円の削減となりました。
・�今後、高齢化の進展などによる扶助費の増加や施設の老朽化への対
応などが引き続き求められる中、カーボンニュートラルに向けたさ
らなる省エネルギー対策など、新たな行政課題に向けた対応も求め
られます。

・�一方、市税は、依然として一般会計予算総額の半分以下の状態であり、
市税や国・東京都の補助金などで賄いきれない「財源不足」は、今後よ
り一層、増加していくことが見込まれます。

・�将来世代に限りある資源を引き継ぐためにも、持続可能な財政運営を
行っていくため、歳出削減・歳入確保の取り組みを推進し、「財源不足」
を解消することで、市債（借金）や基金（貯金）に頼った予算編成から転
換を行う必要があります。
・�持続可能な市政運営に向け、令和4年度には財政再建計画・第６次行財
政改革大綱実施計画を策定する予定です。今後も積極的な財源の確保
に取り組むとともに、市民生活や、市内企業の活動を支えていくため
の取り組みに努めます。

■令和3年度下半期財政状況

基金・市有財産
土地 173万㎡

建物 36万㎡

基
　
金

公共施設建設基金 20億507万円

職員退職手当基金 15億3,489万円

財政調整基金 43億2,345万円

環境緑化基金 5億8,002万円

平和事業基金 9,861万円

バリアフリー事業推進基金 7,669万円

土地区画整理事業基金 7億4,935万円

介護給付費準備基金 7億7,418万円

市民体育施設整備基金 2億199万円

学校施設整備基金 14億1,804万円

減債基金 3億2,727万円

新選組関連資料収集基金 2,142万円

ごみ処理施設整備基金 3億7,095万円

福祉あんしん基金 1億2,806万円

新型コロナウイルス感染症
対策基金 1,161万円

新型コロナウイルス感染症
緊急対策特別交付金積立基金 0円

病院整備基金 5,472万円

合　計 126億7,632万円

※貸付基金を除く

市債の状況
会計名 令和2年度末

残高
令和3年度
借入金

令和3年度
元金償還額

令和3年度
末残高

一般会計 351.8億円 33.2億円 29.0億円 356.0億円

下水道事業会計 149.4億円 5.5億円 15.8億円 139.1億円

病院事業会計 53.4億円 2.2億円 5.4億円 50.3億円

土地区画整理事業特別会計 13.9億円 0.0億円 3.3億円 10.6億円

合　計 568.5億円 41.0億円 53.5億円 555.9億円

※令和3年度末残高は見込額を含む

各会計別予算執行状況 
会計名 予算現額 収入済額 支出済額

一般会計 818億2,801万円 775億5,724万円 715億5,942万円

特
別
会
計

国民健康保険 162億5,572万円 151億6,754万円 151億6,796万円

土地区画整理事業 27億4,735万円 23億9,902万円 11億6,595万円

介護保険 153億9,291万円 140億3,596万円 136億9,412万円

後期高齢者医療 46億5,063万円 44億6,184万円 45億5,793万円

市立病院事業（収入） 89億8,000万円 80億2,000万円

市立病院事業（支出） 89億9,000万円 69億8,000万円

下水道事業（収入） 40億346万円 12億5,744万円

下水道事業（支出） 38億1,796万円 7億6,615万円

※市立病院事業会計および下水道事業会計は「資本的収入および支出」を除く
※一般会計の予算現額には繰越明許費を含む
※一般会計の予算現額には事故繰越を含む

(令和4年3月31日現在) ※�金額は各欄ごとに1,000万円未満を四捨五入しているため、
合計が合わない場合があります

　令和4年度の地方消費税交付金の消費税率引き上げに伴う増加分は、21億2,400万円になる見込みで、下記の通りすべ
て社会保障施策に充てられます。

■日野市における地方消費税交付金（消費税率引き上げ分）の使い道

日野市における地方消費税交付金（消費税率引き上げ分）の充当先
社会保障施策の区分

事業経費

財源内訳

国による分類 日野市の予算による分類
特定財源 一般財源

国都支出金 負担金など 地方消費税交付金
（社会保障財源化分） その他

社会福祉

社会福祉総務費、発達支援費、
障害福祉費、老人福祉費※、
老人福祉施設費、児童福祉総務費、
児童運営費、ひとり親福祉費、
保育園費、児童館費、生活保護経費、
放課後子ども育成費、幼児教育援助費

284億4,787万円 179億1,050万円 7億1,687万円 12億3,663万円 85億8,387万円

社会保険
国民健康保険事業費、
介護保険特別会計および
後期高齢者医療特別会計繰出金

60億9,742万円 9億1,615万円 2,125万円 6億4,977万円 45億1,025万円

保健衛生 保健衛生総務費、予防費、健康管理費、
病院費 23億7,345万円 3億7,287万円 1億1,374万円 2億3,760万円 16億4,924万円

令和4年度当初予算額660億6,000万円のうち 369億1,874万円 191億9,952万円 8億5,186万円 21億2,400万円 147億4,336万円

※社会保険に係る介護保険特別会計および後期高齢者医療特別会計への繰出金を除く

※（　）内は構成比｡〈　〉内は前年度比増減

一般会計
歳入
660億
6,000万円

市税市税
304億4,117万円304億4,117万円
(4６.1%)(4６.1%)〈+５.５％〉〈+５.５％〉

国庫支出金国庫支出金
120億4,211万円120億4,211万円
(1８.2%)(1８.2%)
〈+1.9％〉〈+1.9％〉

都支出金都支出金
101億６,942万円101億６,942万円
(1５.4%)(1５.4%)
〈+0.８％〉〈+0.８％〉

繰入金繰入金
19億６,８99万円19億６,８99万円
(3.0%)(3.0%)〈〈▲６2.4％〉６2.4％〉

市債市債
1６1６億300万円(2.4%)300万円(2.4%)
〈〈▲５５.4％〉５５.4％〉

地方消費税交付金地方消費税交付金
3５億4,000万円3５億4,000万円
(５.4%)(５.4%)
〈+５.0％〉〈+５.0％〉

地方交付税
1６億６,000万円(2.５%)
〈+4.3％〉〈+4.3％〉

諸収入
10億47６万円(1.５%)
〈+13.1％〉〈+13.1％〉
その他（地方譲与税・その他（地方譲与税・
分担金・負担金など）分担金・負担金など）
22億６,217万円22億６,217万円
(3.4%)(3.4%)〈〈▲1.2％〉％〉

使用料及び手数料
13億６,８3８万円(2.1%)
〈+2.８％〉〈+2.８％〉

一般会計

歳出
（性質別）
660億6,000万円

人件費

116億7，841万円(17.7%)〈▲3.1%〉

職員や市長などの給与､市議会議員の
報酬など(会計年度任用職員含む)

その他
11億4，734万円(1.7%)〈+42.1%〉
維持補修費､予備費など

公債費
31億7，326万円
(4.8%)〈+3.7%〉

借金の返済と利子の支払い

物件費

99億4，059万円
(15.1%)〈▲5.0%〉

委託料や備品購入費、
消耗品費など

普通建設事業費

14億1，751万円(2.1%)〈▲72.0%〉

道路､公共施設整備
のための経費など

補助費等

75億3，028万円
(11.4%)〈▲1.7%〉

各種団体への
補助金など

繰出金

81億541万円
(12.3%)〈+3.4%〉

特別会計に
渡すお金 扶助費

230億6，720万円
(34.9%)〈+4.3%〉

社会保障に
要する費用

歳出予算を違う視点
 （性質別）で見ると
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副市長に波戸尚子氏、教育長に堀川拓郎氏が就任

（仮称）2030ビジョンの策定を進めます

日野市立病院に「患者総合支援室」を開設しました

副市長 教育長

令和4年度から

1004343ID

問庶務課（☎042-５14-８６92）
1019687ID

問市長公室秘書係代表☎

1019640ID 問企画経営課（☎042-５14-８03８）

1008181ID 問市立病院患者総合支援室（代表☎ 042-５８1-2６77）�

1019455ID 問保険年金課（☎042-５14-８279）

　4月1日から副市長が2人体制となり、副市長に波
戸尚子氏が就任しました。

　4月1日から教育長に堀川拓郎氏が就任しました。

令和4年第1回市議会定例会で同意

　日野市は今年度、将来のまちの姿を考える長期ビジョンである「（仮称）2030ビジョン」を策定していきます。
　日野や日野を取り巻く社会は人口減少など変化の大きなうねりの中にあります。その中で私たちはどのよ
うな変革を目指していくことが望ましいのでしょうか。
　今後、若い世代などとの対話を通じて、「地域のため」だけではなく、「私たちそれぞれが何を成していき
たいか」を基としながら、将来の展望や戦略を考えていきます。
　今後の広報で、その手がかりとなりそうな考え方や検討状況などをお伝えしていきます。

　日野市立病院は、地域の
皆さまが安心してより良い
医療を受けられるよう、包
括的な支援を提供するた
め、多様な専門職から構成
される「患者総合支援室」を
4月から開設しました。
　また、地域医療支援病院
の認証取得に伴い、「入退
院や医療、介護、福祉に関
する相談」「地域との連携」
などに関する業務を一本
化しました。新体制の下で、
いざというときに市民の皆
さまのご期待に添えるよう
努力していきます。

　５月は水防月間です。市では水害多発期に備え、水防訓練を実施します。今年度は、
土のうなどを用いた各種水防工法と、消防署・警察署と協力しての土砂災害救出訓練
を行います。
日 ５月21日㈯午前9時30分〜11時場石田一丁目多摩川右岸河川敷石田大橋下

▶ 災害情報・気象情報の日野市LINE
公式アカウントなどへの自動配信
を実施 

５月10日㈫から、迅速に情報を伝達す
るため、Jアラートや気象情報システ
ムで受信した緊急性の高い災害情報、
気象情報などを日野市LINE公式アカ
ウントや市メール配信サービスで自
動配信します。下記QRコードからぜ
ひご登録ください。

上記QRコード
を読み取り、空
メールを送信

 ▶避難所以外の避難先の検討 
時間に余裕をもって、安全な親戚・知人宅への避難の検討をお願いし
ます。

 ▶備蓄品の準備 
避難所で準備できる物品には限りがあります。各自、衛生用品・生活
用品の持参にご協力ください。

▶マイ・タイムラインの活用 
マイ・タイムラインとは、いざというときに慌てることがないよう、
避難に備えた行動を一人ひとりがあらかじめ決めておくものです。「東
京マイ・タイムライン」や「日野市版簡易マイ・タイムライン」を配布
していますので、ぜひご活用ください。

▶  避難所の混雑状況を公表 
災害時には、各指定避難所の混雑状況を
市 HP などで公開予定です。避難の際に
は、できる限り空いている避難所への避
難にご協力ください。

▶避難所運営へのご協力を 
避難所では、体温測定や受け付けなどでお時間をいただくことになりま
す。また、避難所運営について、避難者にボランティアをお願いするこ
ともありますので、ご協力をお願いします。

水害多発期に備え、各家庭で食料などの備蓄および避難先や情報収
集方法の確認などをお願いします。　将来にわたって持続可能な制度であり続けることを目的として、国民健康保険は制度改革が実施され、平成30年度

から都道府県が国保の財政運営の責任主体となりました。医療費は全額東京都が負担し、市は医療費に見合った納付
金を東京都に納めます。
　納付金をまかなえるように標準保険税
率が東京都から示されました。標準保険
税率とは、市町村ごとの医療費や国保加
入者の平均所得などを勘案して全国的に
公平になるように算出されたものであり、
市として目指すべきものと認識していま
す。
　今回の税率改定は、一般会計の負担を
減らし、将来に向けて安定した国保運営
を実現するためのものであり、データヘ
ルス計画に則った医療費適正化や努力支
援制度による補助金の獲得などとともに
実施します。
　また、全世代対応型の社会保障制度を
構築するための健康保険法の一部を改正
する法律などが公布されたことに伴い、
令和4年度から未就学児の均等割額は2分
の1に軽減されます。

経歴：昭和49年生まれ。フェリス女学
院大学卒業。平成9年東京都入都。港
湾局総務部担当課長、立川都税事務所
資産税課長、主税局総務部広報担当課
長、主税局税制部税制調査課長、主税
局資産税部固定資産税課長、令和2年
主税局徴収部計画課長。

経歴：昭和６2年生まれ。東京大学、米
コロンビア大学教育大学院卒業。平成
22年文部科学省入省。初等中等教育局
教育課程課係長、幼児教育課専門官、
スポーツ庁オリパラ課専門官、令和4
年初等中等教育企画課専門官、教育
DX推進室室長補佐。

波戸	尚子（はと	なおこ） 堀川	拓郎（ほりかわ	たくろう）

国民健康保険税率などを改定します

令和4年度日野市水防訓練
風水害に備えましょう

ご家庭での備え

□税率等の新旧比較表（年税額）
区　分 内　容 新税率など

（A）
旧税率など
（B）

増減など
（C＝A－B）

基礎課税額
（医療分）

所得割率 5.40% 5.20% 0.20%
均等割額（一人当たり） 30,600円 28,800円 1,800円
課税限度額 65万円 63万円 2万円

後期高齢者
支援金分

所得割率 1.70% 1.50% 0.20%
均等割額（一人当たり） 10,500円 9,600円 900円
課税限度額 20万円 19万円 1万円

介護納付金分
（40～64歳）

所得割率 1.70% 1.50% 0.20%
均等割額（一人当たり） 13,200円 12,300円 900円
課税限度額 17万円 17万円 改定なし

合　計

所得割率 8.80% 8.20% 0.60%
一人当たり年税額（介護分含む） 54,300円 50,700円 3,600円
一人当たり年税額（介護分なし） 41,100円 38,400円 2,700円
課税限度額 102万円 99万円 3万円

□新税率でのモデル世帯例
世帯状況 収入内訳 加入者 軽減 年税額

（令和3年度）
年税額

（令和4年度） 差額

4人世帯 給与収入500万円 主42歳、妻38歳、
子8歳、子4歳 未就学 422,400円 432,400円 10,000円

3人世帯 給与収入300万円 主50歳、妻50歳、
子20歳 なし 270,000円 289,500円 19,500円

2人世帯 年金収入250万円 主70歳、妻66歳 2割 126,400円 134,500円 8,100円
1人世帯 給与収入250万円 主47歳 なし 152,300円 163,200円 10,900円
1人世帯 年金収入100万円 主73歳 7割 11,400円 12,200円 800円
※前年中の所得により、均等割額が軽減される場合があります（7割・5割・2割）
※未就学児については、令和4年度から均等割額が2分の1に軽減されます

▲過去の訓練風景

問防災安全課（☎042-５14-８9６2）

患者、ご家族

※  PFM(Patient Flow Management)…入院患者の情報を入院前に把握し、問題解決に早期に着手することを目的とする入退院の管理手法

患者総合支援室
〈患者相談係〉

メディカルソーシャルワーカー
PFM（※）看護師
退院支援看護師

〈地域連携係〉
連携看護師
認定看護師

事務職
認定看護師

地域の関係機関

看護師
退院支援看護師

・療養相談
・退院・転院相談
・経済的問題に関する相談
・社会制度説明など福祉相談
・ PFM（※）　など

・近隣医療機関や介護施設など地
域の関係機関との連携・協力

・救急受け入れ支援　など

介護施設など

近隣医療機関

医師会

行政機関

歯科医会

▲ 日野市
　LINE公式
　アカウント

▲ 市メール
　配信サービス
　防災安全情報

1017575ID

1011482ID

広報ひの　令和4年5月号 広報ひの　令和4年5月号6 7



市政のお知らせ・催し 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

税金

子ども

催し・イベント

しごと 講座

スポーツ

健康・検診

施設

高齢者

お知らせ

アルツハイマー型認知症になっ
たトップ営業マンの経験談講丹
野智文氏（認知症本人大使「希望
大使」）申電話またはEメール（
d.takahashi@shokokai-tokyo.
or.jp）問日野市商工会（☎042-５８1-
3６６６）

みんな集まれ！ちょっと遅れ
た令和3年日野市成人
式 1012058ID

　オンライン開催となった「令和
3年日野市成人式」の代替イベン
トを行います。
日 ５月2８日㈯午前11時から場 南
平体育館他内容などの詳細は市
HP参照問生涯学習課（☎042-５14-
８7６５）

ひの煉瓦ホール（市民
会館）から 1000966ID

▶SIO僕らの町コンサート2022
日 ６月19日㈰午後3時から内出演
…SIO（日野市出身シンガーソン
グライター）￥ 3,000円申ひの煉
瓦ホール、七生公会堂、オンラ
インチケットサービス（同ホール
HP内）

▶赤レンガプロジェクト企画①
Premium	Live ３ドロシーズvs
ペールオレンジ②528Hz～ PAP
　AS源太ライブ

日①６月2５日㈯②7月24日㈰いず
れも午後2時から内①出演…ドロ
シーズ、ペールオレンジ②すべ
ての楽器を５2８Hzに合わせた不
思議な音空間を生で体感。出演…
PAPAS源太、SAKI、和合治久￥

①②全席自由2,000円申電話また
は同ホール HPから
　いずれも場・問同ホール（☎042-
５８５-2011）

健康・検診

お口の健康診査
1003853ID

対令和4年4月1日現在、3５歳以上
の５歳刻みの方※対象者には個別
通知。4月2日〜7月生まれの方へ
4月下旬に無料受診券を送付持

無料受診券、身分証明書他詳細
は無料受診券参照申市内指定歯
科医療機関に事前予約問健康課
（☎042-５８1-4111）

医師によるまちの在宅医療相
談会とミニ講座

1019437ID

日 ６月9日㈭午後2時〜4時場福祉
支援センター対在宅医療・自宅
での、みとりを考えている方定

相談会…申込制で先着3人、ミニ
講座…申込制で先着10人他詳細
は市 HP参照申 ５月６日㈮〜６月3日
㈮に電話問在宅療養支援課（☎
042-５14-８1８9）

健康づくり推進員から
1007784ID

▶ウオーキンググループ～平山城
址公園から長沼公園の若葉を探
して（アップダウンあり）
日 ５月11日㈬午前9時30分出口公
園集合、正午さいかちぜき公園
解散※雨天中止内コース…おく
やま公園〜平山城址公園〜長沼
公園（６㌔）定申込制で先着20人申

５月2日㈪午前9時〜9日㈪に電話
▶健康づくり推進員募集
　健康づくり推進員は「自分の健
康は自分で守る」を合言葉に地域
の健康づくり活動に取り組んで
います。健康づくりの輪に加わ

りませんか。
　いずれも問健康課（☎042-５８1-
4111）

ちょっとお散歩＆青空
たいそう 1016960ID

日①５月14日㈯②〜④21日㈯⑤24
日㈫⑥2５日㈬⑦30日㈪※①③⑤
午前10時から②午前８時30分から
④午前11時30分から⑥午前10時
30分から⑦午前11時から。各回
30〜６0分場①日野台公園②て・
と・てお広場（多摩平）③さくら
集会所（多摩平）④日野中央公園
⑤旭が丘中央公園⑥高幡台団地
集会所の隣（程久保）⑦落川公園
※いずれも直接会場へ他詳細は
ひの社会教育センター HP 参照
または問い合わせを問同センタ
ー（☎042-５８2-313６）

布製マスクの配布 
1018791ID

日 ５月2日㈪からの午前８時30分〜
午後５時1５分※①〜③は日曜日、
祝日を除く。④は土曜日も除く。
なくなり次第終了場①市役所1階
市民相談窓口②七生支所③豊田
駅連絡所④生活・保健センター内
健康課他 1人1回10枚まで問市健
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※午前9時〜午後６時）

税金

今月の税金の納期限は
5月31日㈫ 1008395ID

　今月は、固定資産税・都市計
画税第1期、軽自動車税（種別割）
全期の納期です。
問納税課（☎042-５14-８2５9）

子ども

令和3年度教育委員会～第12
回定例会（3月11日開催）議事
録公開

1016529ID

内議案…7件、報告事項…2件問

庶務課（☎042-５14-８６92）

令和4年度教育委員会～第2
回定例会開催

1019227ID

日 ５月19日㈭午後2時から※傍聴
の可否は市 HP などで確認を問

庶務課（☎042-５14-８６92）

選べる学校制度～令和5年4
月小・中学校に入学する新1
年生が対象

1004264ID

　選べる学校制度は、お住まい
のブロック内の学校から入学す
る学校を選ぶことができる制度
です。
　詳細は各家庭への通知でお知
らせします。なお、特別支援学
級や私立小学校に通学している
現小学６年生の家庭には送付しま
せん。特別支援学級から通常学
級に変更を希望される方や、私
立から日野市立学校を希望され
る方などで資料を希望される場
合は、お問い合わせください。

問学校課（☎042-５14-８719）

催し・イベント

日野ホリデーフードマ
ルシェ 1019447ID

日 ５月3日㈷〜５日㈷午前10時〜午
後６時※農産物は売り切れ次第終
了場イオンモール多摩平の森湧
き水の広場前内キッチンカー出
店、若手農業者による日野産農
産物の即売問イオンモール多摩
平の森（☎042-５８9-1300）

三中地区青少年育成会
さといも植え付け会

1008274ID

日 ５月1５日㈰午後2時〜4時※雨天
の場合は５月22日㈰午後2時〜4時
場石坂ファームハウス（百草）他

申込多数の場合は抽選申 ５月８日
㈰までにＥメール問同会（西山
ikuseikai3-toiawase@yahoo.

co.jp）

「多摩平の森」の歴史を
知ろう！ 1019423ID

日 ５月2８日㈯午後1時30分〜3時30
分場UR多摩平の森さくら集会所
（多摩平）内団地建て替えに関わっ
た元UR担当者の講演と紙芝居講

小木曽裕氏（日本大学特任教授）、
笹原武志氏（UR多摩平の森自治
会長）定申込制で先着20人申 ５月

６日㈮午前9時から電話または来
館※月曜日を除く問中央公民館
（☎042-５８1-7５８0）

水辺のある風景日野50選ガイ
ドツアー

1015074ID

日 ５月21日㈯午前9時京王線高幡
不動駅北口階段下集合、正午東
豊田公園解散※雨天中止内コー
ス…上田用水〜豊田用水対 4㌔
以上歩ける小学生以上の市内在
住者※小学生は保護者同伴定申
込制で先着20人申 ５月9日㈪から
電話問緑と清流課（☎042-５14-８3
09）

5月の自然観察会～新緑の東
光寺緑地を散策しよう

1019416ID

日 ５月2８日㈯午前9時30分日野駅
東口広場集合、午後0時30分日野
駅解散※雨天中止講案内…日野
みどりの推進委員対小学生以下
は保護者同伴定申込制で先着20
人￥ 1家族300円（資料代）申 ５月11
日㈬午前9時〜27日㈮に電話 問

緑と清流課（☎042-５14-８307）

若年性認知症特別講演～丹野
智文の認知症から見え
る社会 1019543ID

日 ５月7日㈯午後６時から場ひの
煉瓦ホール（市民会館）内若年性
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税金

軽自動車税（種別割）を口座振
替している方へ～車検用納税
証明書を郵送

1008396ID

　口座振替済みの方へ、６月13日
㈪に軽自動車税納税証明書（継続
検査用）を郵送します。
問納税課（☎042-５14-８2５9）

令和4年度軽自動車税（種別割）
納税通知書を5月2日㈪
に発送 1008282ID

　軽自動車税（種別割）は4月1日現
在の所有者（納税義務者）に課税さ
れます。納期限は５月31日㈫です。
▶軽自動車税（種別割）の減免
　身体障害者手帳などをお持ち
の方の車両、公益のため直接専
用する車両、構造上専ら障害者
の利用に供する車両で、その他
一定の要件に該当する場合は申
請により減免が受けられます。
問市民税課（☎042-５14-８23５）

令和4年度固定資産税・都市計
画税納税通知書を4月
28日に発送 1002659ID

　連休を間に挟み、お手元に届
くまでに数日かかることがあり
ます。ご了承ください。
▶納税義務者
　原則、令和4年1月1日現在の所
有者として固定資産課税台帳に
登録されている方が、令和4年度
の納税義務者です。1月2日以降
に売買や解体をした場合も、1月
1日現在の所有者が納税義務者と
なります。
▶納期限

日 第1期…５月31日㈫、第2期…８
月1日㈪、第3期…12月2８日㈬、第
4期…令和５年2月2８日㈫
　いずれも問資産税課（土地係
☎042-５14-８2５2、家屋償却資産係
☎042-５14-８2５7）

しごと

第20回多摩ブルー・グリーン
賞応募企業募集

1013901ID

　多摩ブルー・グリーン賞は、
多摩地域の中小企業の活性化と
地域経済の振興に寄与すること
を目的に多摩信用金庫が主催す
る顕彰制度です。優れた技術・
製品を表彰する「多摩ブルー賞」
と、新しいビジネスモデルを表
彰する「多摩グリーン賞」があり、
各最優秀賞に副賞100万円、各優
秀賞に副賞５0万円を贈呈します。
対多摩地域と周辺地域に事業拠
点を置く中小企業・個人事業主
など他詳細は多摩信用金庫 HP

参照申 ５月10日㈫〜7月29日㈮問

多摩ブルー・グリーン賞事務局
（☎042-５2６-772８）

特定計量器（はかり）の
定期検査 1011385ID

　商店での取引や学校、病院な
どでの証明に使用するはかりは2
年ごとに検査を受ける必要があ
ります。受検対象者には事前に
通知しますが、通知が届かない
方、新たに使用することになっ
た方はご連絡ください。
日検査…５月12日㈭〜27日㈮※土
曜・日曜日を除く問東京都生活
文化局計量検定所検査課（☎03-
５６17-６６3８）、市産業振興課（☎

042-５14-８437）

都立多摩職業能力開発セン
ターから

1008142ID

▶公共職業訓練７月入校生募集
内募集科目…介護サービス科、
電気設備管理科対求職中または
転職を希望する方※電気設備管
理科はおおむね５0歳以上の方申

５月2５日㈬までに住所地のハロー
ワークへ他見学会…５月12日㈭・
19日㈭午後2時から※直接会場へ
場・問 同センター八王子校（☎
042-６22-８201）
▶キャリアアップ講習５月募集科目

内資格試験の受験対策講習など
対中小企業に在職中の都内在住・
在勤者他詳細は同センター府中
校 HP参照申 ５月10日㈫まで問同
センター府中校（☎042-3６7-８204）

東京しごとセンター多摩の就
業支援

1003501ID

内就活面接ブラッシュアップセ
ミナー、合同就職面接会など多
数他詳細は同センター HP 参照
問同センター（☎042-329-4５24）

施設

百草台コミュニティセンター
閉鎖予定

1000972ID

　旧百草台小の跡地活用として
開設した百草台コミュニティセ
ンターは、施設・設備の老朽化
により安全にご利用いただくこと
が困難なため、令和4年12月末で、
施設の閉鎖を予定しています。
問地域協働課（☎042-５８1-4112）

お知らせ

都営住宅入居者募集
1008444ID

日募集のご案内…５月６日㈮〜1６
日㈪（日曜日を除く）の午前８時30
分〜午後５時1５分に市役所1階市
民相談窓口、七生支所、豊田駅
連絡所で配布申 ５月20日㈮（必
着）までに申込用紙（配布期間中
のみ東京都住宅供給公社 HP か
ら ダウンロード 可）を郵送問同公社
都営住宅募集センター（５月６日〜
20日…☎0５70-010-８10、前記以
外…☎03-349８-８８94※土曜・日
曜日、祝日を除く）

令和4年度課税（非課税）証明
書の発行

1002631ID

　６月9日㈭から発行できます。
ただし、市・都民税を全額給与
からの特別徴収だけでお支払い
されている方の証明書は、５月17
日㈫〜６月８日㈬に窓口でご本人
分のみ発行が可能です（被扶養
者分は不可）。
　なお、新型コロナウイルス感
染症対応による申告期限延長な
どにより、申告した内容が証明
書に反映されていない場合があ
ります。ご注意ください。
▶窓口での発行

場市役所1階市民窓口課、七生
支所、豊田駅連絡所￥手数料…
1通300円
▶コンビニでの発行

場利用可能な店舗…全国のマル
チコピー機がある店舗（セブン-
イレブン、ファミリーマート、ロ
ーソン、ミニストップ、イオンリ

テール）￥ 手数料…1通200円他

利用にはマイナンバーカード（顔
写真付き）が必要
問証明発行に関すること…市民
窓口課（☎042-５14-８20６）、市民
税の内容に関すること…市民税
課（☎042-５14-８23８・☎042-５14-
８9５4）

剪定枝のクリーンセンターで
の受け入れ（無料）

1015943ID

日 ５月21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未満で必ず袋に入れる持本
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）

春の市内一斉清掃
1003047ID

日 ５月29日㈰午前9時〜10時※雨
天中止（実施の有無は当日午前7
時に判断。当日朝に市 HP、市
LINE公式アカウントでお知らせ）
場団体ごとに決めた道路（側溝）・
公園など公共の施設※個人の敷
地内や集会施設のごみ、剪定枝
などは排出不可問 環境保全課
（☎042-５14-８29８）

野焼き・野外焼却の禁
止 1003080ID

　都の条例により、小規模の廃
棄物焼却炉や野外での焼却行為
は原則禁止されています。
　周辺住民とのトラブルやダイ
オキシン類などの有害物質の発

生原因にもなりますので、違法
な野焼きはやめましょう。
問環境保全課（☎042-５14-８29８）

ハクビシン・アライグマ防除
事業

1011318ID

　宅地に住みつき、市民の財産
に被害を及ぼすハクビシンなど
について、環境衛生の向上を図
るため、わなを設置します。
対ハクビシンなどの被害に遭わ
れている方で、申込者自身の所
有する敷地内にわなの設置、餌
の用意・交換ができる方他詳細
は問い合わせを問 環境保全課
（☎042-５14-８29８）

①豊田南地区②西平山地区土
地区画整理審議会

1005205ID

日①５月19日㈭②2６日㈭いずれも
午後2時から場①豊田南まちづ
くり事務所②西平山まちづくり
事務所申傍聴希望の方は①５月
1８日㈬まで②2５日㈬までに電話
または市役所3階区画整理課へ※
空きがあれば当日受け付け可問

区画整理課（☎042-５14-８40５）

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金確認書
返信の勧奨通知を発送

1018790ID

　まだ確認書を返信されていな
い方に、改めて５月9日㈪ごろ、勧
奨通知と確認書を発送します。必
要事項を記入の上、同封の返信
用封筒でご返信ください。
問住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金コールセンター
（☎042-８43-2320）
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お知らせ

令和4年度実施日野市職員採
用試験（正規職員）

1005377ID

日任用日…令和５年4月1日※既卒
者などは応相談内募集職種…事
務職員（総合行政職、保育士など、
経験者、福祉）、保健師、歯科衛
生士、技術職員（建築、土木）他

詳細は採用試験要領（市役所4階
職員課、七生支所、豊田駅連絡
所にあり、市 HPから ダウンロード 可）
参照申事務職員（総合行政職、保
育士など）は５月13日㈮まで、そ
の他の職種は随時受け付け中問

職員課（☎042-５14-８14６）

ひきこもりや生活の困りごと
の出張個別相談会

1012326ID

日 ６月4日㈯午前10時30分〜午後
4時30分場福祉支援センター定

申込制で先着3組申 ６月3日㈮まで
に電話、市 HP の申し込みフォ
ームまたは市役所2階セーフティ
ネットコールセンターへ※詳細
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-
８５42）

自転車安全利用TOKYOキャ
ンペーン

1011479ID

　５月は自転車安全利用月間で
す。自転車のルール・マナーを
今一度ご確認ください。
▶自転車安全利用５則
①自転車は車道が原則、歩道は
例外②車道は、左側を通行③歩
道は歩行者優先で、車道寄りを

徐行④安全ルールを守る（飲酒運
転、二人乗り、並進（2人以上並
んで走ること）は禁止。夜間はラ
イトを点灯。交差点での信号順
守と一時停止・安全確認）⑤子ど
もはヘルメットを着用
▶自転車保険加入義務化
　令和2年4月から対人賠償に備え
る保険の加入が義務化されていま
す。加入状況を確認しましょう。
問日野警察署交通課（☎042-５８６-
0110）、市防災安全課（☎042-５14-
８9６3）

公共下水道の供用開始に伴う
下水道関係図書の縦覧

1006084ID

　６月から以下の地域で公共下水
道の供用を開始します。対象者
には５月下旬に供用開始のお知ら
せを郵送します。
日縦覧…５月1８日㈬〜31日㈫午前８
時30分〜午後５時1５分※土曜・日
曜日を除く場縦覧…下水道課内

縦覧図書…下水道管平面図など、
供用開始区域…東平山二丁目、西
平山一丁目、豊田三・四丁目、東
豊田一・二丁目、大字日野の各一
部問下水道課（☎042-５14-８324）

令和4年10月～ 5年3月分図書
館集会施設定期利用の
抽選受け付け

1019393ID

内集会施設・利用時間…中央・
高幡・百草図書館①午前10時〜
午後0時30分②午後1時〜4時30分
③午後５時〜9時※百草は午後7時
まで。土曜・日曜日、祝日は午
後５時まで対 市内在住・在勤・
在学者により構成される非営利
目的の団体※音楽など実技を伴

う場合は利用不可申 ５月3日㈷〜
27日㈮（必着）に各館へ来館、郵
送、ファクスまたはEメール（
lib-event@city.hino.lg.jp）※申込
書は各館窓口で配布（５月3日から
図書館 HP で ダウンロード可）。詳細
は図書館 HP 参照または問い合
わせを他結果通知は６月3日㈮〜
10日㈮問中央図書館（☎042-５８６-
0５８4� FAX 042-５８６-0５79）、高幡図
書 館（ ☎042-５91-7322� FAX 042-
５94-2６５５）、百草図書館（☎042-
５94-4６4６�FAX 042-５94-4６47）

「一般国道20号日野バイパス
（延伸）Ⅱ期建設事業」に係る
環境影響評価書案の縦覧と意
見書の提出
日縦覧・閲覧…５月9日㈪〜６月7
日㈫午前9時30分〜午後4時30分
※土曜・日曜日を除く場縦覧・
閲覧…市役所3階環境保全課申 ５
月9日〜６月22日㈬（消印有効）に
東京都環境局総務部環境政策課
へ郵送、持参またはEメール※
意見書の提出方法など詳細は東
京都環境局 HP 参照問東京都環
境局総務部環境政策課アセスメ
ント調整担当（☎03-５3８８-340６）
▶説明会
日 ５月1５日㈰午後2時30分〜4時、
1６日㈪午後６時30分〜８時場滝合
小問国土交通省関東地方整備局
相武国道事務所計画課（☎042-
６43-2010）

日野市都市計画審議会市民委
員募集

1019479ID

日任期…7月1日から2年※原則平
日、年3回程度対市内に住民登
録（1年以上）している締め切り時

点で満1８歳以上の方で、市の都
市計画に関心があり、積極的に
参加する意思のある方※他の審
議会の委員になっている方およ
び都市計画審議会の市民委員の
経験のある方を除く定 2人￥報
酬…会議1回につき10,５00円申 ５
月23日㈪（消印有効）までに〒191-
８６８６日野市役所3階都市計画課へ
郵送または持参。「審議会委員と
して参画しようとする応募理由」
（100字）、作文「今後の市のまち
づくり」（８00〜1,６00字）、居住年
数、住所、氏名、年齢、生年月日、
性別、職業、電話番号を記入※
持参の場合は土曜・日曜日、祝
日を除く他提出書類は返却不可
問都市計画課（☎042-５14-８3５4）

令和4年度生産緑地地区
の追加指定 1014411ID

　市内農地の保全、良好な営農
環境の拡充を図るため、生産緑
地地区の追加指定を行います。
対次の要件などに該当する土地
①良好な生活環境確保に効果が
あり、公共施設などの敷地の用
に供する土地として適している
②面積が一団で300㎡以上の農
地③相当期間にわたって農業の
継続が可能な条件を備えている
申 ５月1６日㈪〜31日㈫に市役所3
階都市計画課へ申請書（都市計画
課、農協の本店・各支店にあり、
市 HPから ダウンロード 可）を持参※
土曜・日曜日を除く問都市計画
課（☎042-５14-８3５4）

コスモスの種まき募集
1019653ID

日 ６月19日㈰午前9時〜11時場浅
川スポーツ公園外周内コスモス

の種まき※種まき後に間引き作
業、草取りなどの維持管理あり
申 ５月27日㈮までに電話 問緑と
清流課（☎042-５14-８307）

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 ５月1８日㈬午前11時ごろ問防災
安全課(☎042-５14-８9６2)

平和派遣事業の児童・
生徒を募集 1019441ID

日派遣期間…7月11日㈪〜10月20
日㈭内広島、長崎、沖縄の平和関
連施設を視察対市内在住の小・
中学生とその保護者定 11組￥補
助額…交通費、宿泊費などを親
子で1組５万円他参加者は11月13
日㈰に多摩平の森ふれあい館で
実施する報告会での視察の報告
あり申 ６月20日㈪（必着）までに〒
191-00６2多摩平2-9平和と人権課
へ応募用紙（平和と人権課にあ
り、市 HP から ダウンロード 可）を郵
送またはＥメール（ heiwa@
city.hino.lg.jp）問平和と人権課
（☎042-５８4-2733）

まちづくり市民フェア2022
実行委員を募集

1019433ID

日 ６月〜12月※打ち合わせは月1
回程度対市民活動に興味のある
方、地域を盛り上げたい方他詳
細は市 HP 参照申 ５月31日㈫まで

に電話またはEメール（ hino-
cagcm@tokyo.email.ne.jp）問

ひの市民活動支援センター（☎042-
５８1-６144）

人権擁護委員の日
特別相談 1019370ID

　毎月第2・第4木曜日に開催し
ている人権身の上相談を、人権
擁護委員の日に特別相談として
開催します。
日 ６月1日㈬午前10時〜正午場多
摩平の森ふれあい館他詳細は市
HP 参照申 ５月31日㈫午後５時ま
でに電話問平和と人権課（☎042-
５８4-2733）

あなたのまちの身近な相談相
手～民生委員児童委員

1008552ID

　５月12日㈭は民生委員児童委員
の日です。民生委員児童委員は、
厚生労働大臣から委嘱され、地域
の中で福祉の相談や支援を行う
ボランティアです。市内では現在
123人が活動しています。高齢者、
障害者、ひとり親家庭、生活困窮
者、児童・家族関係、住居、健康、
保健医療などに関する相談を受
け、必要に応じて市やその他の関
係機関と連絡、連携をとりながら、
解決に努力しています。
▶４月１日付けで委嘱された民生
委員
内加藤律子氏（主任児童委員）、
川原井雅枝氏（担当区域…豊田三
丁目の一部、豊田四丁目の一部）
▶民生委員児童委員活動のPRパ
ネル展
日 ５月9日㈪〜12日㈭場市役所1階
　いずれも問福祉政策課（☎042-
５14-８4６7）
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高齢者

シルバー人材センター入会案
内説明会
日①５月６日㈮午前10時〜正午②
9日㈪午前9時30分〜正午場①生
活・保健センター②日野市シル
バー人材センター対 ６0歳以上の
方※②は女性限定定申込制で先
着①2５人②1６人申電話問日野市
シルバー人材センター（☎042-
５８1-８171）

講座

東部会館いきいき教室～ゆる
リラ体操（体をほぐすセ
ルフケア） 1000974ID

日 ５月12日㈭・2６日㈭午後1時30
分〜3時場同会館集会室対 30歳
以上の方定申込制で各回先着５
人￥ 各1,200円申 電話問 同会館
温水プール（☎042-５８3-５2６６）

平山台文化スポーツク
ラブから 1003186ID

▶街歩き～谷根千（台東区）
日 ５月13日㈮午前10時30分JR日
暮里駅西口出口集合、午後3時30
分JR西日暮里駅解散内コース…
谷中銀座〜長安寺〜根津神社（６
㌔）￥ ６00円※交通費自己負担、
昼食はレストラン
▶男の料理教室

日①５月1５日㈰②1６日㈪いずれも
午前11時〜午後2時場 ①平山交
流センター②市民の森ふれあい
ホール内焼き餃子、水餃子講清
水紀子氏（管理栄養士）￥ 1,700円
（材料費含む）
▶山歩き～鎌北湖380ｍ

日 ５月24日㈫午前８時40分JR八王
子駅八高線ホーム前寄り集合、
午後3時西武池袋線武蔵横手駅
解散内コース…吾那神社〜福徳
寺〜五常の滝（12㌔）￥ ６00円※交
通費自己負担、弁当持参
▶フラダンス
日毎月第1・第2・第4火曜日午後
1時30分〜2時30分、2時40分〜3
時40分場平山台健康・市民支援
センター講村井世

せ い こ

子氏（ハワイ州
公認指導員）￥ 700円※会員3５0
円
▶茶道教室講師募集

日毎月第3水曜日午後1時30分〜
4時場平山台健康・市民支援セン
ター対裏千家茶道の免許のある
方￥講師謝金は相談
　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）

絵本読み聞かせ入門講
座 1019392ID

日 ５月20日㈮午前9時30分〜11時
30分場多摩平の森ふれあい館内

読み聞かせの仕方、本の選び方、
実習など※初心者向け対市内在
住者定申込制で先着10人他詳細
は図書館 HP参照申 ５月６日㈮午前
10時から電話※月曜日を除く問多
摩平図書館（☎042-５８3-2５６1）

ココロセミナー 
1016208ID

日 ５月21日㈯午後2時〜4時場多摩
平の森ふれあい館内自分を大切
にする方法〜セルフ・コンパッシ
ョン講渡辺べん氏（渡辺べん心理
相談室代表）、島村繭子氏（つなが
りセラピー代表）定申込制で先着

40人申電話またはEメール（ s-�
net@city.hino.lg.jp）で。メールの
場合は、件名に５月21日参加申し
込み、本文に参加者の氏名、連絡
先を記入問セーフティネットコー
ルセンター（☎042-５14-８５42）

Zoomおためし講座
（入門編） 

日 ５月23日㈪午後2時〜3時場①
中央福祉センター②Zoomによ
るオンライン定①申込制で先着
10人申Eメール（ hino-vc@hi�
nosuke.org）またはQRコードか
ら。氏名、電話番号、参加方法（会
場またはZoom）、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）

ダンボールコンポスト使
い方講習会 1011572ID

日 ５月2５日㈬午前10時から場 市
役所1階101会議室定申込制で先
着13人申電話問石田環境プラザ
（☎042-５８4-3317※月曜日を除く）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室

1011759ID

日 ５月10日㈫午前10時30分〜午後
1時30分場七ツ塚ファーマーズセ
ンター内花柄2種定申込制で先
着10人程度￥ 3,000円申 竹内（☎
090-72８4-1947）へ電話問都市農
業振興課（☎042-５14-８447）

パソコン講習会（6月） 

日・内右上表の通り対①以外は
文字入力ができる方￥①〜⑨各
3,0６0円⑩⑪1,020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 ５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）

みんなの環境セミナー
駅のツバメ 1013981ID

日 ６月4日㈯午後1時豊田駅北口
階段上集合、3時豊田駅付近解散
内ツバメの観察講 金子凱

よし

彦
ひこ

氏
（日野の自然を守る会）定申込制
で先着12人申 ５月14日㈯から電話
※月曜日を除く問カワセミハウ
ス（☎042-５８1-11６4）

認知症の人の理解とケア
正しい理解で幸せに暮
らそう！ 1019424ID

日 ６月4日㈯午後2時〜4時講宮本

番号・講座名 日時
①�初めてのパソコン
（基本操作)

12日㈰・19日㈰
午後1時〜3時

②�Word-1
　〜文字変換など

５日㈰・12日㈰
午前10時〜正午

③�Word-2
　〜文章作成など

19日㈰・2６日㈰
午前10時〜正午

④�Word-3〜地図･写真
入り案内の作成など

4日㈯・11日㈯
午前10時〜正午

⑤�Word-4〜ページ番
号、ふりがななど

1８日㈯・2５日㈯
午前10時〜正午

⑥�Excel-1
　〜基本操作など

3日㈮・10日㈮
午後1時〜3時

⑦�Excel-2
　〜グラフの変更など

17日㈮・24日㈮
午後1時〜3時

⑧�Excel-3
　〜複合グラフなど

4日㈯・11日㈯
午後1時〜3時

⑨�Google･Gメールの
使い方

3日㈮・10日㈮
午前10時〜正午

⑩�スマートフォン（お持ち
の方）〜アプリのダウン
ロードと使い方

17日㈮
午前10時〜正午

⑪�スマートフォン（お持ち
の方）〜LINEの使い方

2６日㈰
午後1時〜3時

芳恵氏（介護老人保健施設ロベリ
ア副施設長・看護長）定申込制で
先着3６人申 ５月６日㈮午前9時から
電話または来館※月曜日を除く
場・問中央公民館（☎042-５８1-7５
８0）

女性限定・傷ついた心の回復
をめざす講座

1016630ID

日 ６月1８日㈯午後1時30分〜4時30
分場多摩平の森ふれあい館※直
接会場へ講 Shiori氏（レジリエン
スファシリテーター養成講座修
了・社会福祉士）など他 1歳〜未就
学児の保育、手話通訳あり※６月
８日㈬までに電話またはファクス
で申し込み問平和と人権課（☎
042-５８4-2733�FAX 042-５８4-274８）

スポーツ

スポーツ推進委員会～ミニユ
ニバーサルスポーツ

1012343ID

日 ６月５日㈰午前9時30分〜11時30
分（受け付けは午前9時〜9時20分）
場南平体育館※直接会場へ内ボ
ッチャ、卓球バレー、お手玉ホ
イ！など講スポーツ推進委員対

運動の制限を受けていない方持

飲み物、汗拭きタオル、室内用
運動靴※動きやすい服装で他自
宅での朝の検温、マスクの着用
を問文化スポーツ課（☎042-５14-
８4６５）

市民体育大会
1003171ID

　いずれも申市民陸上競技場内
日野市体育協会事務局（〒191-
0011日野本町7-12-1� FAX 042-

５８2-５770）へ※詳細は実施要項・
申込書（市役所3階文化スポーツ
課、市民陸上競技場にあり）参照
▶ターゲット・バードゴルフ競技

日 ６月9日㈭午前9時30分〜午後4
時※雨天の場合は６月1６日㈭場

多摩川グラウンド内男女ハンデ
ィキャップ戦対市内在住・在勤・
在学者※初心者歓迎￥ 1人５00円
申 ５月2６日㈭（必着）までに申込書
を郵送またはファクス問日野市
ターゲット・バードゴルフ協会
（中村☎090-7703-６211）
▶ゴルフ競技

日 ６月9日㈭午前８時から※荒天中
止場桜ヶ丘カントリークラブ（多
摩市）内 1８ホールストロークプレ
ー対市内在住・在勤・在学者定

申込制で先着８0人￥ 21,５00円程度
申 ５月10日㈫（必着）までに申込書
を郵送またはファクス問日野市
ゴルフ協会（平☎090-８８10-93６６）
▶アーチェリー競技

日 ６月12日㈰午前9時〜午後4時
※荒天の場合は６月2６日㈰場 市
民陸上競技場内リカーブ・コン
パウンド￥ ６00円※高校生300円、
小・中学生無料申 ６月3日㈮まで
に電話、ファクスまたはＥメール
で。氏名、種目、年齢（学年）、電
話番号、市外の方は所属・個人
参加を記入問日野市体育協会事
務局（☎・FAX 042-５８2-５770�
h-taikyo@keh.biglobe.ne.jp）
▶中学生バレーボール競技

日 7月31日㈰午前9時から場南平
体育館内 ６人制大会対市内在学
の中学生で編成されたチーム申

7月1８日㈷（必着）までに申込書を
郵送またはファクス問日野市バ
レーボール連盟（天野☎070-1397-
4５2６）
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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

※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）に市長公室広報係へ郵
送、持参または電子申請でお申し
込みください

報報情てて
育育市 子の市野野日

幼稚園からのお知らせ 
1004228ID

▶幼稚園においでよ～風を感じて遊
ぼう！
日 ５月11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～触れ合い遊びを楽し
もう！
日 ５月1８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～親子でリトミッ
クをしよう！
日 ５月23日㈪午前9時1５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
（５月） 1019391ID

▶高幡図書館
日 ５月11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 ①５月11日㈬午後3時30分から②
11日㈬午後4時から③2６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
人場・問同館（☎042-５８６-0５８4）
▶多摩平図書館
日①５月12日㈭午前10時30分から（ひ
よこタイム）②2５日㈬午後3時30分か
ら③2５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人場・問同館（☎042-５８
3-2５６1）
▶百草図書館
日 ５月1８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人場・問同館（☎042-
５94-4６4６）
▶日野図書館
日 ５月1８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 ５月19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
きる時間申小学生向けは電話または
来館※月曜日を除く

1年生歓迎会 
1006364ID

日 ５月８日㈰午後2時30分〜3時30分対
小学1年生定申込制で先着20人申 ５月
1日㈰から電話場・問みなみだいら児
童館ぷらねっと（☎042-５99-01６６）

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①５月9日㈪②23日㈪いずれも午前
10時〜11時30分対乳幼児と保護者定
申込制で各日先着12組申①５月7日㈯
まで②21日㈯までに電話または来館
場・問みさわ児童館（☎042-５91-34５６）

乳幼児自由参加ひろば
ぴよぴよひろば 

1019419ID

日 ５月11日㈬午前10時30分〜11時30分
対 0〜1歳児親子定申込制で先着10組
申 ５月６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
こあらひろば 

1017017ID

日 ５月17日㈫午前10時30分〜11時30分
対乳幼児と保護者申 ５月1６日㈪まで
に電話または来館場・問もぐさだい
児童館（☎042-５91-7001）

乳幼児自由参加ひろば
きらきら 

1008085ID

日 ５月24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

組申 ５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）

あさひっこまつり
ウイーク 1011483ID

日 ５月2５日㈬〜27日㈮午後2時〜５時、
2８日㈯午前10時30分〜正午内日替わ
りの工作やゲーム※2８日は子ども企
画や地域団体のコーナーあり対 1８歳
以下の方※乳幼児は保護者同伴申 2８
日のみ５月11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）

しんめいこどもまつり 
1003983ID

日 ５月2８日㈯①午前10時〜10時５0分
②11時10分〜正午内ゲームや工作な
ど対小学生以上の方定申込制で各
回先着30人申 ５月9日㈪午後4時〜2５
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）

サタデーよちよちク
ラブ 1008628ID

日 ５月2８日㈯午前10時1５分〜11時対
乳幼児親子申 ５月27日㈮までに電話
または来館場・問ひらやま児童館（☎
042-５92-６８11）

ベーゴマをやってみ
よう 1011621ID

日 ５月2８日㈯午後2時〜3時対小学生
〜1８歳申 ５月17日㈫午前9時30分から
電話または来館場・問さかえまち児
童館（☎042-５８５-８2８1）

ネットスポーツタイム 
1006001ID

日 ５月2８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）

1007346ID 場生活・保健センター

18ページへ続く

さん三上 綾音
みかみ あやね

令和3年5月20日
午後4時30分生まれ

新町在住

生まれてからあっという間の
1年。お話ししたり歩いたり
たくさんの「できた！」が増え
ましたね。特にからだを動か
すことが大好きなあやちゃ
ん。これからも一緒に楽しい
思い出をいっぱい作ろうね。

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

５月11日㈬　たまだいら児童館（☎042-５８9-12５3）
５月12日㈭　ひらやま児童館（☎042-５92-６８11）
５月17日㈫　さかえまち児童館（☎042-５８５-８2８1）
５月1８日㈬　みさわ児童館（☎042-５91-34５６）
５月2５日㈬　ひの児童館（☎042-５８1-7６7５）

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

もく

浴
よく

対妊婦（おおむね1６〜27週）とその家族
日 ５月14日㈯※時間予約制内赤ちゃんのお風呂の入れ方など申開
催3日前までに電子申請

ママパパクラス保健
対会場参加は妊婦（おおむね1６〜27週）、オンライ
ン参加は妊婦（妊娠週数は問いません）とその家族

日①５月1６日㈪②23日㈪いずれも午後2時〜3時場①会場またはオ
ンライン（会場の場合は講話終了後、3時〜3時30分に交流会）②オ
ンライン内①妊娠・出産について②産後の生活について申開催4
日前までに電子申請

ママパパクラス医師講話
対妊婦（妊娠週数は問いません）とその家族

日 ５月22日㈰場オンライン内妊娠中の健康管理、出産に向けての
心構えなど申開催3日前までに電子申請

　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①５月19日㈭午前中②６月14日㈫午前中対①おおよそ令和3年12月生まれの乳児とその保護者②
おおよそ令和4年1月生まれの乳児とその保護者定申込制で①②各32組※申込多数の場合は抽選

ステップ2
2回食

日①５月17日㈫午前中②６月9日㈭午前中対①おおよそ令和3年10月生まれの乳児とその保護者②
おおよそ令和3年11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①５月12日㈭午前中②６月7日㈫午前中対①おおよそ令和3年５月〜８月生まれの乳児とその保護
者②おおよそ令和3年６月〜9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

マタニティ栄養教室
日①５月2８日㈯②６月1６日㈭いずれも午前10時30分〜11時30分内妊娠中の食事の話と質疑応答※
①②同じ内容対安定期（1６〜27週を推奨）の妊婦とその家族定申込制で①②各2５人※申込多数の
場合は抽選

　いずれも日程を変更する場合あり。詳細は市 HP参照申 ５月分は受け付け中、６月分は５月9日㈪午前9時から。開催1週
間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。
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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 地域活動の登竜門
ひの市民大学企画運営委員募集

みんなで話そう！シングルマ
マ・パパの集い 

1019037ID

日 ５月21日㈯午後3時〜4時30分場 多
摩平の森ふれあい館※直接会場へ内
ひとり親同士の交流対ひとり親で子
育て中の方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 

1008503ID

日 ５月21日㈯午後3時1５分〜4時対 生
後3〜５カ月児とその保護者定申込制
で６組※初めての方優先申 ５月６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）

幼児期すくすく子育て
講座 1003967ID

日 ５月2６日〜６月30日の毎週木曜日午
前10時〜11時30分（全６回）場多摩平の
森ふれあい館内幼児期の子育てを学
ぶ参加型ワークショップ講子ども家
庭支援センター心理専門相談員対 2
〜4歳前後のお子さまを持つ親または
養育者※原則全回参加できる方定申
込制で先着12人他 1歳〜小学校就学
前のお子さまの保育あり（申込制で先
着12人）申 ５月9日㈪〜19日㈭に子ども
家庭支援センター申込専用電話（☎
042-５99-６６72）へ電話問子ども家庭
支援センター（☎042-５99-６６70）

「公民館まんがクラブ」
つけペンでまんがを描こう！
～入門編・キャラク
ターイラスト 

1019377ID
日 ６月５日㈰・19日㈰午前10時〜正午
講大瀧めぐみ氏（元まんが家）対全回
参加できる市内在住の小学５年生〜中
学生※前回（昨年）参加していない方優
先定申込制で先着８人￥ 1,５00円（画
材のお土産付き）申 ５月６日㈮午前9時
から電話または来館※月曜日を除く
場・問中央公民館（☎042-５８1-7５８0）

日野市ファミリー・サポート・
センター保育講習会 

1008631ID

　ファミリー･サポート･センターは、
育児や家事の援助をしてほしい方（依
頼会員）と援助をしたい方（提供会員）
が相互に助け合う有償ボランティア
組織です。
　提供会員として保育援助を行いた
い方を対象とした保育講習会を開催
します。
日 ６月7日㈫・9日㈭・14日㈫・1６日㈭
場多摩平の森ふれあい館内日野市
の子育て支援、子どもの発達と病気、
学童期の生活、ワークショップなど
定申込制で先着1５人他講習内容など
詳細は問い合わせを申 ５月20日㈮ま
でに電話問日野市ファミリー・サポ
ート・センターたかはた（☎042-５99-
7６1６）

「ぽけっとなび」に地図検索機
能を追加しました 

1016563ID

　子育てモバイルサービス「ぽけっと
なび」で、地図検索機能がご利用いた
だけるようになりました。
　アプリ内で、地図を見ながら市内の
子育て関連施設の位置情報を検索い
ただけます。また、現在地から最寄
りの施設を確認することもできます。
　さらに便利になった「ぽけっとなび」
をぜひご活用ください。詳細は市HP
をご覧ください。
問子ども家庭支援センター（☎042-
５99-６６70）

BCG（結核）予防接種 
1007623ID

日①５月9日㈪・23日㈪②13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 ５月10日㈫午前、６月2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）

乳幼児歯科相談 
1007575ID

日 ５月11日㈬・13日㈮・1８日㈬・20日㈮・
2５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）

　「いつでも・どこでも・だれもが学べる」
を合言葉に、市民目線で学びの場を提供
する事業です。
　一緒に企画運営してみませんか。

運営委員が企画しました！

運営委員に聞きました！

　今後の５年間の日野市生涯学習推進の指針となる計
画を策定しました。手に
取って、楽しみながら、
新たな学び探しやより深
く学ぶことを目指した
「学び」を進めていきま
す。ご期待ください。

　新たな計画リーフレットを手に取り、一緒に「あな
たの学びストーリー」を考えませんか。
日 ６月4日㈯午後2時30分〜4時場市役所５階５0５会議室
内プランの策定報告、ワーク「学びたいを感じるとき」
他計画書は市役所５階生涯学習課にあり。市 HPから
ダウンロード可申 ５月31日㈫までにEメール（ sgakusyu@
city.hino.lg.jp）または電話

　ジュニアリーダー講習会では、異年齢交流やレクリエ
ーションなど、さまざまな体験活動を行っています。市
内のさまざまな地域から集まる仲間や高校生、大学生の
リーダーと一緒に楽しく活動しませんか。
日・内下表の通り
場市内施設（第3回を除く）※詳細は講習会でお知らせ
対市内在住の小学５年生〜中学生※身の回りのことを自分
でできる方
定申込制で4５人※申込多数の場合は抽選
￥ 3,000円（消耗品費、施設の使用料など全7回分）
申 ５月８日㈰までに電子申請

 ひの市民大学の魅力 
・地域からはじめる自己表現の場
・企画立案からあなたの“やってみたい”を公民館がサポート
・市民の視点で、問題解決や人材発掘を「学び」の形で提供
・自分の活動や表現のアイデアを形にできる
・身近な問題をはじめとした、幅広い講座を企画
・地域での学びについて意見交換ができる

日野市生涯学習推進
基本構想・基本計画

「日野まなびあいプラン」を策定

学びカフェを開催
「このまちに生きるみん
なの学びのストーリー」
を考えよう

日野市ジュニアリーダー
講習会

1016019ID 問中央公民館（☎042-５８1-7５８0）

1019514ID 問生涯学習課（☎042-５14-８7６５）

1019660ID 問生涯学習課（☎042-５14-８7６５）

1004068ID 問子育て課（☎042-５14-８５79）

◀

文学講座

◀

子ども向けアート
講座

対月1回程度の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
定申込制で若干人※選考あり
申〒191-0011日野本町7-５-23中央公民館へ
郵送、Ｅメール（ pubhall@city.hino.lg.jp）
または持参。「ひの市民大学企画運営委員応
募」をタイトルにして、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、応募動機（200字程度）を記
入。※持参の場合は月曜日、祝日を除く

ひの市民大学企画運営委員の申し込み

　「日野市ロケ地マップ」2022年
版が完成しました。
　市内で撮影された、映画やドラ
マのロケ地を多数掲載していま
す。マップを片手にロケ地巡りを
してみてはいかがでしょうか。市
内主要施設で配布中です！

回数 日　程 内　容（予定）
第1回 6月19日㈰ 開講式・仲間づくり
第2回 7月17日㈰ 青少年委員企画
第3回 8月6日㈯・7日㈰ キャンプ
第4回 9月10日㈯または11日㈰ お楽しみ企画
第5回 10月22日㈯または23日㈰ お楽しみ企画
第6回 11月27日㈰ あきなかだ
第7回 12月18日㈰ 閉講式

日野映像支援隊からのお知らせ
1007778ID 問日野映像支援隊（☎042-８43-1301）
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都立日野高校美術部が全国高等学校総合文化祭
へ5年連続で出品

東京ヴェルディがランドセルカバーを寄贈 　都立日野高校美術部の作品が、7月31日㈰、8月2日㈫～4日
㈭に東京都美術館（台東区）で開催の全国高等学校総合文化
祭の美術・工芸部門に出品されます。
　令和2・3年度に出品した佐藤愛莉さん（日野高・一中出身＝
写真左）と令和4
年度に出品する
藤山涼音さん
（日野高3年＝写
真右）が3月22日
に市長を表敬訪
問し、文化・スポ
ーツ功労者顕彰
を受章しました。

　日野市がホームタウンの東京ヴェルディが、協賛企業
とタイアップして、市立小学校の新1年生向けにランドセ
ルカバーを作成しました。東京ヴェルディのリヴェルンと、
日野市のエコアラ・エコクマが描かれたデザインです。
　4月6日に東京ヴェルディ㈱の中村考昭氏と、協賛企業
の日本瓦斯㈱の岩谷治樹氏、㈱エムールの髙橋幸司氏
が市役所を訪れ、贈呈式を
行いました。ランドセルカバ
ーは、市立小学校に配布し、
通学路の交通安全などに活
用いただく予定です。

1018909ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8462）

1019668ID 問文化スポーツ課（☎042-514-8465）

▲表敬訪問の様子▲ 贈呈式の様子

▲開所式テープカットの様子

市 長 の　う ご き
1008201ID 問市長公室秘書係代表☎

　令和元年12月から建て替え工事を行っていた「南平
体育館」が4月1日にオープンし、開所式が同日に行わ
れました。

※「市長のうごき」は、市 HPをご覧ください▶

　文政6年（1823）4月5日、前世の記憶を語って「ほどくぼ小
僧」と評判になった勝五郎と父の源蔵は、中野村（八王子市）
から江戸へ向かいました。勝五郎の生まれ変わりの物語が
江戸でも評判となったので、領主で旗本の多

お

門
かど

伝
でん

八
はち

郎
ろう

が、
事情を聴くために呼び寄せたのでした。
　中野村から江戸まではおよそ10里（約40㎞）で、1日の行
程です。父の源蔵は、目籠の仲買を家業としていて江戸に
はたびたび出掛けていたので、慣れた道のりでしたが、8
歳の勝五郎が江戸に行くのは初めてだったかもしれません。
　取り調べは、19日に根津七軒町（台東区池之端）にあった
多門の屋敷で行われ、父源蔵が事情を説明しました。この
時の、詳細な取り調べ記録の写しが残されています。
　その後勝五郎は、国学者平田篤

あつ

胤
たね

の学舎気
い

吹
ぶきの

舎
や

に招か

れて、3日間生まれ変わりの顛末の聞き取り調査が行われ
ました。この時は、勝五郎がたどたどしく自分で話をしま
した。多門の屋敷も、湯島天神男坂下にあった平田の学舎
も、上野不忍池の周辺にありました。春爛

らん

漫
まん

の上野の山は、
勝五郎の目にどのように映ったことでしょう。　
　父子は26日に中野村へ帰りましたが、2年後の文政8年、
勝五郎は気吹舎の門人となって、
1年ほど寄宿して学ぶことにな
りました。
　今年11月で、勝五郎が生まれ
変わりを語って200年を迎えま
す。郷土資料館では、さまざま
な記念の事業を計画しています。

勝五郎江戸へ行く
1019204ID

問郷土資料館
（☎042-592-0981）55

憲法記念日行事講演会
AIとカラー化した写真でよみがえる
戦前・戦争～『記憶の解凍』と交感性
1019444ID 問平和と人権課

（☎042-584-2733 FAX 042-584-2748）
　当時の人々の暮らしに思いをはせ、戦
争や平和について「自分ごと」として想像
し、平和とは何かを考えてみませんか。
日 5月22日㈰午後2時～4時場多摩平の森ふれあい館講庭
田杏珠氏（東京大学学生）他 1歳～未就学児の保育、手話通
訳あり※5月10日㈫までに電話またはファクスで申し込み
申 5月17日㈫午後5時までに電話またはQRコードから
 ▶パネル展示
日 5月14日㈯～22日㈰午前9時～午後5時15分
場多摩平の森ふれあい館

▲庭田杏珠氏

▲  『勝五郎再生記聞』多門伝八郎の
取り調べ記録

市内事業者を対象とした
「ひのSDGs大学」を開催

　市では、市内事業者
に向けSDGsを知って
もらい、自社のSDGs
宣言を作成すること

を目的に、PlanTで「ひのSDGs大学」を開催しました。
　講師には、市とSDGs推進に関する包括連携協定を結
ぶ三井住友海上火災保険㈱の五十嵐朋人氏を招き、第1
回「事業者がSDGsに取り組む意義（講義）」、第2回「SDGs
経営を通じて地域課題を解決する（グループワーク）」を
行いました。最終日は、以下8社が自社のSDGs宣言の
発表を行い、今後のSDGsへの取り組みについて語りま
した。市では、今後も市内中小企業に向けてSDGsを推
進する取り組みを実施していきます。

　ピッチとは短いプレゼン大会です。こんなビジネスが
あったら、もっと日野が良くなる、住みやすくなる、楽
しくなる！ そんなビジネスアイデアを募集します。
　出されたアイデアに対し専門家がアドバイスを行い、
ブラッシュアップ
を行います。発表
の様子は、アーカ
イブ動画を公開し
ます。ピッチに向
けて、「ビジネス
アイデアを考えた
い」、「どのようにまとめればいい？」などご相談も受け
付けています。

　「15do」オーナーの髙橋豊子さんは、ビーズ刺しゅうとコラージュの要素を組み合わせた
オリジナル技法「ビーズコラージュ」を考案したハンドメイドクリエイターです。これまでオ
ンラインで作品の販売やレッスンを行ってきました。今回、直接レッスンと販売ができる
場所を探し、チャレンジショップへ入居しました。
　「Think Eco Shop」オーナーの堀江章さんは、グラフィックデザイナー歴25年。アメリカ
で8年ほど暮らした経験や、帰国後八王子市内の田畑でオーガニック農業などに携わった経
験を生かし、環境問題に配慮した洗剤の量り売り販売をするお店をオープンさせました。
　市では創業を目指す方々の支援を行っています。ぜひPlanTチャレンジショップにお立
ち寄りください。

15do　オーナー髙橋豊子さん Think Eco Shopオーナー堀江章さん
ハンドメイド作品、みんなの「できる」を叶えたい!

　15doは、ハンドメイド作品を
「買いたい」「売りたい」「作りたい」
「教えたい」と考えている方の「で
きる」を叶えるお店です。一期一
会のハンドメイド作品との出会い
を通して、それぞれの作品が持
つ良さを伝えていきます。
　高橋さんは「“ハンドメイド＝趣味”から“ハンドメイド
はお仕事です！”といえる人を増やし、長く続けられる

仕事にするためのスキルを伝
えていきたい。ハンドメイド好
きの方がほっこりと集まれるお
店にしたい」と語りました。

地球に優しい生活雑貨とリフィル（詰め替え）の店

　Think Eco Shopでは、脱プラスチ
ックを目的とした洗剤やシャンプーなど
のリフィル（詰め替え）による量り売り販
売を行っています。このような販売の
形は欧米では一般的で、日本でも23区
や湘南などには多数

お店がありますが、多摩地域にはほとんど
ないため今回チャレンジショップに応募し
ました。堀江さんは「多摩地域の人々の生
活ごみや身近な環境問題を考えるきっか
けになるよう、持続可能な社会に向けた取
り組みを、このお店から発信していきたい」
と意気込みを語りました。

ひのを良くするビジネスアイデア募集
PlanTピッチvol.1

チャレンジショップで2店が新規オープン
「1

いちご ど う

5do」、「T
しんく

hink E
えこ

co S
しょっぷ

hop」

1003487ID 問PlanT（☎042-843-3215）　

日 6月11日㈯午後1時～3時場 PlanT（多摩平の森産業連
携センター）対ビジネスアイデアをブラッシュアップし
たい方定申込制で7人他ピッチ終了後、名刺交換会を予
定。申し込み方法など詳細はPlanT HP参照

1003487ID
問産業振興課（☎042-514-8442）

【SDGs宣言企業】※各社のSDGs宣言は、市HPで公開中
㈱アコス、㈲A&Dネットワーク、㈱SUGARS、千
代田運輸㈱、㈱日野環境保全、南観光交通㈱、㈱ミ
ューテック35、山田設備工業㈱

1019454ID 問産業振興課（☎042-514-8442）

至八
王子

至日
野

中央
線

日野バイパス

豊田
駅

スーパー

ショッピング
モール

泉塚

二中

日野
市立病院

多摩平の森
ふれあい館

PlanT

PlanT（多摩平の森産業連携センター）の活動を紹介します
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「広報ひの」に掲載する講座・催し物、人材募集など、公募により市が取得した個人�情報は、各担当課で厳重に管理し、当該事業のほかには原則として使用しません。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、掲載された各催しなどについては予告なく中止される場合があります。各記事末の問い合わせ先に、実施の確認をお願いします。

原稿締め切り日

7月号…５月2５日㈬
８月号…６月24日㈮

　　

�シニアピアノ無料体験レッスン　５月の
平日午前10時、11時、午後0時５0分、1時
3５分、2時20分から／６0歳以上対象※初
心者歓迎／各回1人／会場など詳細は申
し込み時にお知らせ／土田（☎090-2499-
５143）へ申し込み

�お華炭つくり体験講座　５月８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
�親子の無料お琴体験学習会　５月８日㈰・
22日㈰、６月12日㈰・2６日㈰午前10時30
分〜正午／落川都営住宅地区センター
／初心者対象／斉藤（☎042-５92-５1５7）
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…５月13
日から毎週金曜日午後５時30分〜9時／５
人／1５,000円（全10回）▶Practice Xコー
ス…５月の①10日から毎週火曜日②13日
から毎週金曜日③14日から毎週土曜日
／①②午後7時30分〜9時③午後3時30
分〜５時／トピックに合わせて日常英語
の繰り返し練習／1回1,５00円※５回券を
初回前に送金／いずれもZoomを使用
／外国人参加の会あ

り／3日前までに同
クラブ（☎042-５８2-８６91）へ申し込み
�成年後見制度説明会・相談会　５月10日
㈫・24日㈫午前10時〜正午／多摩平の森
ふれあい館／個別相談あ

り／成年後見サ
ポートひの（☎042-５94-90８５）へ申し込み
�傷つけられた議会制民主主義をどう治

すか　５月14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）、Zoom／会場1５人、Zoom30人／
1,000円※会員700円、学生・30歳以下・
経済的事情のある方300円／日野・市民
自治研究所（☎042-５８9-210６）へ申し込み
�魚のさばきかた講座～アジをさばいて

美味しく食べよう　５月2５日㈬午後2時
〜4時、2８日㈯午前10時〜正午／市民の
森ふれあいホール／各日８人／2,５00円
（材料費込み）／Feliceお魚倶楽部（渡辺
☎090-30８9-2109）へ申し込み

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

�日野市ひきこもり家族会　５月22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※当事者無料／
平野（☎090-６923-0003）

�「わたしの終活」キックオフセミナー　５
月2６日㈭午後2時〜4時／多摩平交流セ
ンター／10人／佐藤（☎042-５0６-2300）
へ申し込み

�「ほう酸だんごでゴキブリ退治」①見学
②体験　５月29日㈰①午前10時〜午後3
時②午前11時からと正午からと午後2時
から／中央公民館／②小学生以上対象
／②各回５人／②100円／②５月1５日㈰〜
2５日㈬に谷仲山Rの会（谷☎090-５５６7-
13５６）へ

�リリックダンスパーティー　５月1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）
�あかいやね～①アスレチック②よっち

ゃんのニコニコシアター③ホットスト
ーン（要申込）④お母さん達のおしゃべ
り会（要申込）⑤たべもののおはなし＆
さつまいもの苗植え　５月①５日㈷②17
日㈫③19日㈭④23日㈪⑤2６日㈭／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）
�NPO法人子どもへのまなざしから ▶

プレーパーク～なかだの森であそぼう!
…５月６日㈮・13日㈮・14日㈯・20日㈮・21
日㈯・27日㈮午前10時〜午後５時／仲田
の森蚕

さん

糸
し

公園／水筒、着替え、昼食な
ど

持参※汚れてもよい服装で▶親子であ
そぼう～野あそびの時間（要申込）…５月
2６日㈭午前10時〜午後0時30分※雨天決
行／仲田の森蚕糸公園／幼児親子対象
／先着12組／1家族1,000円／いずれも
同法人（☎042-８43-12８2※月曜〜木曜日
午前10時〜午後５時）

�ラ・ヴィ・アン・ローズダンスパーテ
ィー　５月８日㈰・22日㈰・29日㈰午後1
時〜3時30分／新町交流センター／29日
ドレス限定トライアルあ

り／５0人／700円
／マスク、飲み物持参／マダム小夜子
（☎090-５414-4８５８）
�青空うたごえ広場　５月８日㈰午前10時
〜11時／湯沢福祉センター／野外で歌
謡曲などを歌う／20人／５00円※指導あり
／飲み物持参／道廣（☎0８0-５437-1123）
�癒やしのパステル画を描く会　５月８日
㈰午後2時〜3時30分／多摩平の森ふれ
あい館／荒川（☎0８0-６６43-６9５2）
�芝原保育園～①ベビーマッサージ②保

育園体験　①５月10日㈫、６月８日㈬、7
月６日㈬午前10時〜11時②５月13日㈮・

�スコーレ家庭教育講座～どんなピンチ
にも負けない！心の強い子に育てよう
５月2６日㈭午前10時1５分〜11時4５分／リ
オンホール（国分寺市）／0〜1８歳の子の
保護者対象／５0人／1,000円／５0人／同
団体（高橋☎090-27５3-3043）へ申し込み
�奉書紙でつくる祝儀袋　６月1日㈬午前
10時〜11時30分／ひの煉瓦ホール（市民
会館）／30人／1,000円※会員５00円／５
月1８日㈬までに茶道連盟（☎042-５８4-
110６）へ
�シニアのためのスマホ（集中）講座　６月
4日〜7月2日の毎週土曜日午後1時〜3時
（全５回）／NPO法人シニアネットクラ
ブ日野教室（多摩平）／８人※５人以上で
開講／1回1,100円（教材費含む）／同法人
（山西☎0８0-317６-６240）へ申し込み

�バランスボールで体力づくりと免疫力
アップ　５月2日㈪・2６日㈭午前10時〜
11時／多摩平の森ふれあい館／産後2カ
月以内の方を除く※お子さま同伴可／６
人／2回3,000円（1回2,000円）※指導あ

り／
横山（☎090-997６-８2６9※ショートメー
ル（SMS）で）へ申し込み

�日野台囲碁・将棋クラブ　５月の毎週月
曜日午後1時〜５時／日野台地区センタ
ー／須山（☎042-５８3-1８4６）
�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　５
月3日㈷・7日㈯・22日㈰・29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
�心と体の健康クラブ　５月7日㈯・21日
㈯午後1時30分〜4時／多摩平の森ふれ
あい館／丹田呼吸法、筋トレな

ど／2５人
／1回400円※体験無料。指導あ

り／真鍋
（☎0８0-301５-07５2）へ申し込み
�乾杯会　５月7日㈯午後3時〜６時／かど
っこ広場（豊田）／まちの活性化を目指
す交流会／20歳以上の若者対象／30人
／2,000円※20歳以上の大学生1,５00円
（TOYODAビール、カレー代）／柏木（☎
090-1423-4８10）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…
５月7日㈯午後1時30分〜4時▶家族相談

（要申込）…５月19日㈭午後1時からと3時
から／家族対象／いずれもひの市民活動
支援センター／同会（☎0８0-123８-５9６0）

�フリーマーケット出店者募集　５月８日
㈰、６月12日㈰、7月10日㈰午前9時〜午
後3時※雨天中止／高幡不動尊境内／
2,000円／リサイクル運動友の会（☎090-
3222-５0６0）

�日野柳友会～川柳句会　５月８日㈰午後1
時30分〜3時30分／勤労・青年会館／兼
題…愛、鮮やか※各2句／経験不問／
1,000円※見学無料／多胡（☎042-５８4-

1８日㈬・2５日㈬、６月10日㈮・14日㈫・
30日㈭午前9時30分〜11時30分／同園
（豊田）／①生後1〜7カ月の乳児と保護
者対象②0〜1歳児と保護者対象／①各
日６組②各日1組／②2５0円（給食代）／同
園（☎042-５８2-５177）へ申し込み
�日野子育てパートナーの会から ▶み

んなのはらっぱ豊田～0歳児のママあつ
まれ～！…５月13日㈮午後1時30分〜1時
５0分／カワセミハウス／0歳児と保護者
対象▶みんなのはらっぱ南平～南平わ
くわくタイム…５月17日㈫午前11時20分
から／南平駅西交流センター／乳幼児
と保護者対象▶蒼い企画「なっちゃんと
コージーのバオバブライブ」…６月６日㈪
午前10時30分〜11時10分／万願寺交流セ
ンター／乳幼児と保護者対象／1５組／
親子券５00円／いずれも同会（☎042-
５８7-６27６）へ申し込み

�楽しく唄
うた

おうカンツォーネ　５月13日㈮・
27日㈮午後1時〜3時／東部会館／各日
1５人／100円／栁田（☎090-22５1-3８93）へ
申し込み
�こども食堂～さくらちゃん　５月1５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年生以下は保
護者同伴／300円※中学生以下無料／山
田（☎0８0-５491-８904）へ申し込み
�ベビーマッサージとママ仲間づくりの子

育ちサークル　５月1８日からの毎週水曜
日午前10時1５分〜11時4５分（全7回）※1８
日は午前10時30分〜11時／東部会館など※
1８日はZoom／おおよそ2〜８カ月児と
母親対象／６組／1回1,000円※５月2５日は
1,５00円／伊勢谷（☎090-4133-５417）へ申
し込み
�春のスケッチ会　５月20日㈮午前9時30
分京王線高幡不動駅改札口または10時
現地集合、午後2時終了後合評会あ

り※
雨天中止／駒形公園ドッグラン周辺／
昼食、スケッチブック、絵の具など持参／
日野市美術連盟（松井☎090-7214-８0５1）
�日野ダンス愛好会　５月2５日㈬午後1時
〜4時／新町交流センター／社交ダンス
／一人参加歓迎／６00円／飲み物持参
／すずき（☎0８0-６６５0-912８）
�①ベビーマッサージ（②触れ合い遊び）

とアロマのルームスプレー作り　①５月
27日㈮②31日㈫／午前10時1５分〜11時4５
分／①万願寺交流センター②東部会館
／①2カ月〜歩行前の乳児と母親②おお
よそ1歳〜未就園児と母親対象／各4組
／1,８00円※材料費な

ど含む／伊勢谷（☎
090-4133-５417）へ申し込み

�ひのたま子ども食堂　５月2８日㈯午後0
時30分〜1時30分／ひの児童館／弁当配
布※館内飲食可／５0食／200円※子ども
無料／子ども、大人の人数な

どを福島（☎
070-８9５５-６５3５� hinotama0５30@
gmail.com）へ申し込み

５7８５）へ申し込み
�第33回婚活テラスTAMA～聞かせて！

あなたの結婚観　５月８日㈰午後2時〜4
時／PlanT（多摩平の森産業連携センタ
ー）／独身者とその親対象／５00円※飲
み物付き／山中（☎090-1733-６６６1）へ申
し込み
�日野掃除に学ぶ会～高幡不動駅周辺の

お掃除　５月８日㈰午前６時京王線高幡
不動駅南口バス停付近集合、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）
�音楽に合わせて健康づくり～ストレッ

チ＆筋力up　①５月9日㈪・1６日㈪②11
日㈬・1８日㈬／午前10時〜11時30分／
①落川都営住宅地区センター②東町交
流センター／1回５00円／倉橋（☎090-５9
99-６６2８）へ申し込み

�ヨガサークル　５月9日㈪・1６日㈪・23
日㈪・30日㈪午前10時から／平山交流
センター／30人／1回５00円※指導あ

り／
MIYUKI（☎090-５9８2-17５3）へ申し込み

�相続、遺言、成年後見、老後の備えなど
の無料相談会　①５月11日㈬②2５日㈬／
午後1時30分〜4時／①多摩平交流セン
ター②平山交流センター／各日５人／相
続・遺言を考える会（飯田☎090-８５６4-
５20８）へ申し込み

�がんカフェひの　５月11日㈬午前10時〜
11時30分／市立病院／交流な

ど／酒井
（☎0８0-1144-244８）
�歴史の見方・歩き方　５月14日㈯、６月
11日㈯・2５日㈯、7月9日㈯午前10時〜
正午／（公財）社会教育協会ゆうりか（多
摩平）／10人／８,140円（全4回）※指導あ

り

／同協会（☎042-５８６-６221）へ申し込み
�コーヒーで政治を学び、語る会～私たち

の政治カフェ・日野　５月14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）
�フリーマーケット出展者募集　５月14日
㈯午前10時〜午後3時／クレアホームア
ンドガーデン（日野本町）／不用品、手作
り品の販売／山崎（☎042-５８2-1313）
�初めてのペーパークイリング　５月1５日
㈰午後1時30分〜3時／カワセミハウス
／細い紙テープを巻いて飾りなどを作
る／1５人／300円（材料費）※指導あ

り／は
っぴーらいふ（河村☎042-５８3-2８８2）へ
申し込み
�第141回日野市モーニング・フォーラム
５月1５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）

�日野生活と健康を守る会から ▶暮ら
しの相談会…５月1８日㈬・2５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…５月の毎週水
曜日午後５時〜８時／コミュニティハウ

�日野市サッカー連盟～日野少女サッカ
ー教室　５月3日㈷・29日㈰、６月2６日㈰、
7月24日㈰、9月19日㈷、10月23日㈰、11
月3日㈷・６日㈰午前８時〜11時（全８回）
／多摩川グラウンド／指導あ

り／女子小
学生対象／同連盟（加藤☎090-８５92-
６８６1）

�日野市ダンススポーツ連盟～新南平体
育館オープン記念大会　５月14日㈯午
後1時〜4時／南平体育館／カップルの
み対象（チェンジ不可）／1人1,000円／持
ち物など詳細は問い合わせを／同連盟
（菊地☎042-５８4-６1５3）
�日野市弓道連盟～初心者弓道教室　６
月4日㈯〜9月2５日㈰（全10回）／南平体
育館／申し込み方法、費用など詳細は
問い合わせを／５月1５日㈰までに同連盟
（大工原☎090-８８4８-６131）へ
�日野テニス協会（硬式テニス）～ミック

スダブルス大会　６月５日㈰・12日㈰※
予備日19日㈰／多摩平第一公園／市内
在住・在勤者、加盟団体会員対象／1組
4,000円※加盟団体会員3,000円／詳細は
同協会 HP参照／５月22日㈰までに中川
（☎042-５93-4６８2※午後６時〜9時）へ
�日野市バドミントン連盟～シニアバド

ミントン講習会　６月9日㈭・23日㈭午
後1時〜５時／南平体育館／６0歳以上対
象／５月1日㈰〜1５日㈰に中村（☎0８0-
５６５５-7６1５）へ

�日野市ミニテニス連盟～レクスポーツ・
ミニテニス交流大会　６月11日㈯午前9
時〜午後4時30分／南平体育館／団体
戦形式／市内在住・在勤者、在クラブ
対象／1,000円／５月23日㈪までに同連
盟（ hinorennmei@gmail.com）へ

�絵画作品展　５月11日㈬〜1５日㈰午前10
時〜午後５時※11日は午後1時から、1５
日は午後4時まで／ひの煉瓦ホール（市
民会館）／水彩、アクリル、油彩など／日
野波の会（築比地☎042-５８2-2６30）
�第10回「らん布の会」パッチワーク・キ

ルト展　５月12日㈭〜17日㈫午前11時〜
午後６時※17日は午後4時まで／コート・
ギャラリー国立（国立市）／同会（☎042-
５73-８2８2）

�第24回彩友会絵画展　５月17日㈫〜22日
㈰午前10時〜午後５時※22日は午後3時
まで／とよだ市民ギャラリー／水彩、油
彩、アクリルなど／門倉（☎042-５８3-012５）
�どようアートスペース展　５月24日㈫〜
29日㈰午前11時〜午後５時※29日は午後
3時まで／とよだ市民ギャラリー／油
彩、水彩、色鉛筆画／宮腰（☎042-５８2-
2８６1）
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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

救急病院5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

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

次
ペ
ー
ジ
に
休
日
診
療
医
を
掲
載

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係（☎042-５14-８094）

法律相談（多
重債務含む）

2日㈪・23日㈪・30日㈪午後1時30分〜4時
10日㈫・17日㈫・24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。
６月６日㈪・7日㈫は５月30日㈪から予約を

土曜法律相談 21日㈯午前9時30分〜午後4時
※相談時間30分。9日㈪から予約を

不動産相談 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

交通事故相談 13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 2５日㈬午前9時30分〜午後4時
※相談時間30分。相談日前日から予約を

登記相談 12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 ６日㈮午後1時30分〜4時
※相談時間30分。2日㈪から予約を

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

６日㈮・19日㈭午後1時30分〜4時
※相談時間30分。６日㈮は2日㈪に予約を。19日㈭は
前日から予約を

年金・社会保
険・労務相談

20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）
※�24日㈫の法律相談と12日㈭の登記相談は日程を変更しています

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
場落川交流センター
申 10日㈫までに電話※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係（☎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

（6月実施分も
掲載）

さかえまち児童館	 もぐさだい児童館
５月9日㈪午前� ５月20日㈮午前
みなみだいら児童館	 あさひがおか児童館
５月27日㈮午前� ６月６日㈪午前
ひらやま児童館	 生活・保健センター
６月20日㈪午前� ６月24日㈮午前
しんめい児童館	
６月2８日㈫午前
申時間予約制。希望する会場に来所または電話（詳
細は市HP参照）※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
13日㈮･27日㈮午後2時1５分〜4時30分､ 17日㈫･31
日㈫午前9時1５分〜11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）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
12日㈭午前9時30分〜午後4時、2６日㈭午後1時30分〜
4時※相談時間40分。相談日前日午後５時までに予約を
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）

外国人相談

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
毎週月曜〜金曜午前８時4５分〜午後５時
窓口、電話、メール、Zoomで対応※Zoomは事
前予約を問平和と人権課（☎042-８43-4044� heiwa
@city.hino.lg.jp）

にじいろ相談
（多様な性の
相談）

平和と人権課(多摩平の森ふれあい館2階)
毎週第3金曜日午後1時30分〜4時30分(要予約)問平
和と人権課(☎042-５８7-８177)

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

日毎週木曜日午後1時〜５時場市役所会議室（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

日申し込み後に調整場日野市商工会館（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】
事業承継個別
相談

日毎月第3火曜日午後1時30分〜3時と午後3時〜4時
30分場 PlanT（多摩平の森産業連携センター）申 1週
間前までに電話問産業振興課（☎042-５14-８134）

5月の市民相談
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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。

広告欄

配布する広報はご自宅までお届けします。

徒歩や自転車、配布しやすい方法でOK！

【報酬】完全出来高制

【配布地域】日野市内

◆新聞配達・ポスティングスタッフ同時募集！

【応募】本日より受付。お気軽に！ 【受付】 ASA南平：日野市南平 3-16-10 （担当／桑名）

※委細面談

シニアやシルバーの

方が活躍中！！

休日診療医

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

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

おおしろクリニック
（内・外・小児・小児外・泌科）
神明3-６-1６ アメニティ明和館
☎042-589-6780
駐車場：1５台

高品クリニック
（内科）
日野本町1-12-13
☎042-583-7822
駐車場：５台

回心堂第二病院
（内科）
万願寺2-34-3
☎042-584-0099
駐車場：1５台

森末クリニック
（内科・外科）
多摩平1-4-19-201
☎042-589-3030
駐車場：3台

あきのこどもクリニック
（小児・小児アレ科）
栄町1-５-11 ウエストメゾン1F
☎042-581-2525
駐車場：８台

アカシアクリニック
（内・皮・小児・神内科）
日野本町4-1-9 エンジュ1階
☎042-587-8616
駐車場：５台

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

おやまクリニック
（泌・腎内科）
高幡32８ 森久保医療モール202
☎042-592-4976
駐車場：コイン
パーキング32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

牛尾医院
（小児・内科）
平山６-５-13
☎042-591-2001
駐車場：５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

青和クリニック
（内・小児・神・循・腎・リハ科）
新井3-3-20(旧地番:新井８６５3)
☎042-594-1900
駐車場：20台

康明会病院
（内科）
豊田2-32-1
☎042-584-5251
駐車場：1５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

朝比奈クリニック
（内科）
高幡1５
☎042-506-5117
駐車場：京王立体
駐車場1時間駐車
無料

※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

5月1日㈰

5月5日㈷

5月22日㈰

5月3日㈷

5月8日㈰

5月29日㈰

5月4日㈷

5月15日㈰

6月5日㈰

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
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ガソリンスタンド

文

京王線
高幡不動駅

日野八小入口
潤徳小

多摩モノレール

山本クリニック
（内科）
神明4-24-1
☎042-584-5633
駐車場:５台

ガソリン
スタンド

1001098ID 問市長公室広報係（☎042-５14-８092）
　「広報ひの」の発行部数は約91,000部で、
市内全世帯に配布されます。
　4月から新たな広告規格が増え、より使い
やすくなりました。お店や会社のPRに、ぜひ「広報ひの」
の広告欄をご利用ください。
内広報ひのの体裁…A4判カラー申必要書類を市長公
室広報係へ郵送または持参※電子申請可他詳細は市
HP参照

掲載号 申し込み締め切り
7月号 5月10日㈫
8月号 6月9日㈭
9月号 7月11日㈪
10月号 8月9日㈫

（※）市内事業者割引

※11月号以降の締め切り日は市 HP参照

広告名 大きさ 掲載料

1号広告（10分の1） 縦47.6mm
 ×横88.5mm

35,000円
33,000円(※)

2号広告（10分の2） 縦47.6mm
 ×横180mm

70,000円
66,000円(※)

NEW3号広告（10分の4） 縦98.2mm ×横180mm
140,000円
132,000円(※)

NEW4号広告（10分の6） 縦148.8mm
 ×横180mm

210,000円
198,000円(※)

全面広告 縦250mm
 ×横180mm

350,000円
330,000円(※)

NEW

NEW

市内全戸配布！地域密着型広告！
広報ひのに広告を載せませんか
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5月7日土
令和4年（2022）

第
二
十
五
回

隊士コンテスト（3年ぶりの実施！）
午後2時からYouTubeでライブ配信
■パレードは実施しません
　隊士コンテストは高幡不動尊内の会場で行いますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため一般の方は入場できません。YouTubeでお楽しみください。
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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

令和4年度予算を公表
副市長に波戸尚子氏、教育長に堀川拓郎氏が就任　など
風水害に備えましょう　など
日野市の子育て情報
ひの市民大学企画運営委員募集　など
みんなのメモ帳
5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
第25回ひの新選組まつり　など

2
6
7
16
19
22
24
25
28

子ども、催し・イベント
健康・検診、税金
しごと、施設
お知らせ
高齢者、講座
スポーツ

8
9
10
11
14
15

目次 4月19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

別冊特集 地域かわら版

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)5

令和4年5月1日発行　第1519号

住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を

令和4年4月1日現在
※(　 )内は前月比日野市

の人口 1004620ID

1017629ID

うち外国人

※外国人のみ世帯※

人口
男
女
世帯

全体
3,233人
1,607人
1,626人
1,710世帯

187,060人
93,532人
93,528人
91,915世帯

（+43）
（+37）
（+6）

（+337）

転入
転出
その他
社会増減

出生
死亡

自然増減

96人
187人

－91人

1,672人
1,534人
－4人
+134人

人口増減
の内訳
（3月）

「広報ひの」にご意見をお寄せください 問市長公室広報係（☎042-514-8092）

問文化スポーツ課（☎042-514-8462）

問ひの新選組まつり実行委員会事務局
（産業振興課☎042-514-8461）

　〒191-8686日野市役所4階市長公室広報係（ 042-581-2516　  kouhou@city.hino.lg.jp）へアンケート用紙（市役所
1階市民相談窓口・4階市長公室広報係にあり。市  から　　　 可）を郵送、持参、ファクス、EメールまたはLINE（QR
コードから。LINEでの回答は友だち登録が必要）※持参の場合は土曜・日曜日、祝日を除く

FAX
HP ダウンロード

▲LINE

申

第第2525回回 ひのひの
新選組まつり新選組まつり
第25回 ひの
新選組まつり

　新選組
イベント一覧

　日本の洋画界に新風を巻き起こし、晩
年を百草で過ごした小島善太郎の作品や
ゆかりの品を展示します。

  5月7日㈯
一般の方の入場・観覧はでき
ません。ご了承ください。
■高幡会場（高幡不動周辺）
・高幡不動きものクイーンコ
ンテスト＆着付け体験(午前
10時～午後2時)
・女性のための刀剣エクササイ
ズ※要申込（1部…午後2時30
分～3時30分、2部…3時40分
～4時40分、各部先着10人）

・新選組隊士慰霊祭
・新選組隊士コンテスト(午後
2時から)
■八坂神社会場
・少年剣士による奉納試合(午
前9時から)
・各古武道の演武（薬丸野太刀
自顕流・天然理心流日野道
場・多摩杖道会・全日本刀道
連盟）

  5月13日㈮・14日㈯
■L.PRODUCTS＆さくらさく
らカンパニー友情公演『新撰
組余話　うつせみの棲み家』・
『MUGEN～ユメウツツ』
5月13日㈮午後6時から、14

日㈯正午から ひの煉瓦ホー
ル（市民会館） 2,000円 QR
コードから 同団体
（bushidoo_@info
seek.jp）

5月18日㈬～22日㈰午前10時～午後4
時※22日は午後3時まで
ひの煉瓦ホール（市民会館）

新選組隊士コンテスト　YouTube ライブ配信

1008170ID

￥
問

申

場

日
場

日

やく まる の　 だ　 ち

じ　げんりゅう

小島善太郎展生誕130周年

土方歳三の命日（5月11日）にちな
んで開催されるひの新選組まつり。
今年は、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、沿道でのパレー
ドは行わず、隊士コンテストのみ
を行い、その様子をYouTubeで
ライブ配信します。また、WEB企
画「クイズ王段位認定」を昨年度
に引き続き実施します。

　新選組隊士コンテストでは、土方歳三や近藤勇、井上源三郎など、各隊隊長役
の9役を選出します。現地観覧者は関係者、応募者のみとします。一方、より多
くの方に楽しんでいただけるようコンテ
ストの模様をYouTubeでライブ配信しま
すので、ぜひご覧ください。

5月7日㈯午後2時から
配信…YouTubeチャンネル
「日野市観光Hino city,Tokyo」

パレードは実施しません

ひの新選組まつりクイズ王段位認定
　日野市と新選組について学べるWEBクイズです。正解数によって、段位を認
定します。クイズに挑戦して応募すると、抽選で賞品をゲットできます。
5月15日㈰まで

1012949ID

参加方法
①クイズ王サイトにアクセス
②クイズに挑戦
③正解数に応じて段位を認定
④クイズ王サイトから賞品の
抽選に応募

◀クイズ王サイト

日

日




