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ご利用ください 無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談談料相談
申込み・問合せ相談時間など相　談　日相　談　名

秘 書 広 報 課
市民相談担当
０４２（３４６）９５０８

・相談時間
　午後１時３０分～４時３０分
　※１回３０分以内。

・対象
　市内在住・在勤・在学の方

・申込み受付
　予約制（電話可）
　午前８時３０分～正午
　午後１時～５時
　（相談日当日は正午まで。
土曜・日曜日、祝日を除く）

　５月１日（木）
法 律 相 談 　５月９日（金）

　５月１５日（木）
　５月１４日（水）税 務 相 談 −
　５月２日（金）交 通 事 故 相 談 　５月２０日（火）
　５月１２日（月）相続・暮らしの

手 続 相 談 　５月２１日（水）
　５月１３日（火）登記・成年後見相談
　５月２７日（火）住宅・不動産相談
　５月７日（水）年金・労務相談
　５月１６日（金）行 政 相 談
　５月１６日（金）人権・身の上相談
　５月１９日（月）家 庭 相 談

午前８時３０分～午後５時月曜～金曜日（祝日を除く）
市に対する意見、要望、その他市 民 相 談

※予約を取り消す場合は、
必ずご連絡ください。

費 …費用　対 …対象　定 …定員　内 …内容
種 …種目　講 …講師　代 …代表者会議 市民総合体育館（〒187−0025　津田町一丁目1番1号）緯042（343）1611
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日程

４・５　月開放
日時

開放校
第３・４日曜日第１・２日曜日毎週金曜日毎週火曜日

午前１０時～正午午後６時３０分～８時３０分
バウンドテニス一　小

卓　　　　 球　卓　　　　 球バドミントン二　小
バドミントン卓　　　　 球バドミントン卓　　　　 球三　小
卓　　　　 球バドミントン卓　　　　 球バドミントン四　小
バウンドテニスバウンドテニス　バウンドテニス五　小

卓　　　　 球　卓　　　　 球六　小
卓　　　　 球　卓　　　　 球バドミントン七　小

開放中止日
４月　二小…２０日・２９日　三小…２０日・

２９日　四小…２０日・２９日　五小…
２９日　六小…２２日・２９日　七小…
２０日・２９日

５月　二小…６日・２５日　三小…６日　
四小…６日　五小…６日　六小…
６日　七小…６日

※室内運動靴持参。
※小学生以下は、保護者同伴。中学生
は、火曜・金曜日は保護者同伴。

備　考申込み・問合せ費　用ところと　きイベント名
曲…花は咲く、ひかるこみちほか粟野緯０９０（４４３６）６９８５無料ルネこだいらレセホール４月２７日（日）午後１時３０分開場、２時開演小平市少年少女合唱団　コンサート
雨天…津田公民館学習室３伊東緯０４２（３２２）１５４５無料中央公園雑木林４月２７日（日）午後２時～３時３０分ハングルで歌う会　春の発表会
ナポリ歌謡教室村本緯０８０（４１３８）５１２０無料ルネこだいら中ホール５月６日（火・振休）午前１０時開演２０１４チャリティー小平歌謡祭
脳卒中患者の交流会中村緯０７０（５５１７）２６４２１００円あおぞら福祉センター５月１０日（土）午後２時～４時第１３回小平市脳卒中患者友の会
初心者可、見学可。当日、会場へ佐藤緯０４２（３４１）４５８８無料津田公民館ホール４月２５日（金）午後１時３０分～３時３０分小平カプアエ　フラダンス体験レッスン
市内在住・在勤の方。緯夜間渡部緯０４２（３３２）８０１６２,０００円市民総合体育館第３体育室５月１３日～７月８日の火曜日午後１時～３時３０分つぼみの会フォークダンス初心者講習

備　考申込み・問合せ会　費ところ活動日団体名
教材費別高木緯０４２（３３２）６２９６２か月４,０００円小川西町公民館第１・３金曜日午後７時３０分～９時ヴォーカルウェスト（ゴスペル）
男女初心者可。体験あり石塚緯０４２（３４５）５２５１月２,０００円上宿公民館第２・４火曜日午前１０時１５分～１１時４５分指圧同好会
初心者・見学可。発声講師指導あり田中緯０４２（４６２）３９４７月２,０００円花小金井南公民館第２・４水曜日午前１０時～正午カラオケサークル　ひまわり
対象…シニア、初心者可小林緯０４２（４６３）６６７５月１,５００円花小金井北公民館第２・４金曜日午前９時４５分～１１時４５分はつらつヨガの会
教材費別。無料体験あり長嶋緯０４２（４６２）４２５２月２,０００円中央公民館音楽室ほか月３回土曜日午後２時～４時３０分カラオケ　スプリング
教材費別。発声訓練、歌唱法指導山川緯０９０（８１０９）９５４７月２,０００円中央公民館第１・３金曜日午後７時～９時カラオケ　なでしこ会
畳の上での柔軟体操。高齢者可竹村緯０８０（６６２１）８２４３月２,０００円東部市民センター第１・３月曜日午前１０時～正午花小金井けやき体操会
初心者可。毎日活動。ストレッチ増田緯０４２（３４５）２５６３年２,０００円あかしあ公園（学園東町）午前１０時から約４０分間いきいき健康づくり練功の会
初心者可蓑﨑緯０４２（３４２）４６０７月１,０００円花小金井南公民館第２・４水曜日午後１時３０分～３時３０分中国健康体操ストレッチ　仲良会
初心者や再挑戦したい方、男性在籍森緯０４２（３４５）５９２３月２,０００円学園東町地域センター第２・４火曜日午前１０時～正午習字サークル　一葉会　

問合せ申込み費用・対象・定員ほかところと　き大会名（主催・主管）

連盟事務局
緯０８０（３４９３）４２８１

４月３０日（水）の午後５時までに、所定の
申込書を体育館へ

費 １チーム１５,０００円、新規登録料５,０００円
対 市内在住・在勤・在学の１６歳以上で編成のチーム
代 ５月９日（金）午後７時から、福祉会館

市内
グラウンド

５月中旬からの日曜日、
祝日（予定）

市民軟式野球大会
（小平市軟式野球連盟）

大　

会 金子
緯０４２（４７８）３６８８

４月２４日（木）～２７日（日）の午後１時～
５時３０分に、費用を添えて体育館へ
（２６日（土）・２７日（日）は、午前９時３０分
～午後５時３０分）

費 一種目につき一般４００円、高校生３００円、小・中学生２００円
対 小学生以上
※一人２種目まで（リレーを除く）。

体育館
温水プール

６月１日（日）
午前９時５０分開場

第３０回市民水泳記録会
（小平市水泳協会）

齋藤
緯０４２（３３２）５８３９５月８日（木）までに、問合せ先へ

費 無料
対 市内在住・在勤・在学の方
※ゲートボールのスティック、球を持参（用具の貸し出しあり）。

福祉会館前
市民広場

５月９日（金）
午前９時～正午
※雨天の場合は１０日（土）。

ゲートゴルフ教室
（小平ゲートゴルフクラブ）

期　

間　

教　

室

朝比奈
緯０７０（６４５５）１３３３

４月３０日（水）まで（必着）に、往復はが
きで体育協会事務局「初・中級者卓球講習
会」または「親子卓球教室」係（住所は上
記体育館と同じ）へ
「初・中級者卓球講習会」の往信用裏面…
住所、氏名、年齢、電話番号、初中級の別
「親子卓球教室」の往信用裏面…住所、氏
名、年齢、電話番号、保護者氏名、保護者
への指導希望の有無
※各教室とも申込み多数の場合は抽選。

費 ２,０００円
対 市内在住・在勤・在学の初級・中級者
定 ２０人

体育館
５月１４日～６月１８日の
水曜日
午前１０時～正午
全６回

初・中級者卓球講習会
（小平市卓球連盟）

費 月会費１,０００円
対 市内在住・在学の小学４年～中学１年生　
※保護者の同伴が必要。

定 ２０人

体育館
５月１５日～８月２８日の
木曜日
午後７時～８時

小・中学生親子卓球教室
（小平市卓球連盟）

今多
緯０９０（２９０５）２４６７

５月１日（木）の正午までに、問合せ先へ
※当日、会場での申込み可。

費 １,０００円　対 市内在住・在勤・在学の方
※運動のできる服装で、室内運動靴を持参
（用具の貸し出しあり）。

体育館

５月８日～２９日の木曜日
午後１時～３時３０分
全４回ミニテニス初心者講習会

（小平市ミニテニス協会） 加賀
緯０８０（４３５１）１７３３

５月１０日（土）までに、問合せ先へ
※当日、会場での申込み可。

費 １,０００円　対 市内在住・在勤・在学の方
※運動のできる服装で、室内運動靴を持参
（用具の貸し出しあり）。

５月１２日～２６日の月曜日
午前９時３０分～正午
全３回

清水
緯０４２（３４２）２１７８
（午後６時～８時）
俊０４２（３４２）２１７８

４月２５日（金）の午後７時までに、問合せ
先へ（ファクシミリの場合、住所、氏名、
年齢を記入）

費 ３,０００円（当日、会場で集金）
対 市内在住・在勤・在学の中学生以上
定 １０人　
※用具の貸し出しあり。

体育館
５月６日～６月２４日の
火曜日（６月３日を除く）
午後７時～９時
全７回

アーチェリー初心者教室
（小平市アーチェリー連盟）

田中
緯０４２（３４１）７４３０

問合せ先へ
※当日、会場での申込み可。

費 月１,０００円
対 小平市アーチェリー連盟主催の初心者教室修了者または
同等レベルの方

定 ２０人

花小金井
武道館

５月～１０月の水曜日
午後７時～９時
１０月～３月の金曜日
午後７時～９時

アーチェリー長期教室
（小平市アーチェリー連盟）

吉延
緯０４２（３４６）５２１９

４月３０日（水）まで（消印有効）に、往復
はがきで体育協会事務局短期水泳教室係へ
（住所は上記体育館と同じ）
往信用裏面…希望コース、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号
返信用表面…住所、氏名（様も）

費 ４,２００円　対 市内在住・在勤・在学の方
定 ①コース（泳力１５ｍ～２５ｍ程度の方）…１５人、
②コース（クロール５０ｍ程度泳げる方）…１０人

講 小平市水泳協会指導員
※各コース合わせて応募者１０人未満の場合、教室の開催
を中止します。

体育館
温水プール

５月１５日～６月２６日の
木曜日
午後６時４５分～８時１５分
全７回

短期水泳教室
（小平市水泳協会）

石井
緯０４２（３４７）０１２８当日、会場へ

費 １回１５０円（当日、会場で集金）　 対 市内在住・在勤の方
内 基本練習、試合形式
種 ９人制（家庭婦人）

体育館毎週水曜日
午前９時３０分～正午

バレーボール長期教室
（家庭婦人）
（小平市バレーボール連盟）

通
年
教
室

※体育館…市民総合体育館。種目の内容など、詳しくは大会要項をご覧いただくか、各問合せ先へ。大会要項は体育協会（市民総合体育館内）にあります。
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ホームページで、施設の空き
状況が確認できます。

入場券の発売日料　　金公　　演　　名と　き

好評発売中

全席指定
Ｓ席３,５００円
Ａ席３,０００円

ミラクル・ヴォーカル　錦織健テノール・リサイタル
曲目／椰子の実、荒城の月、タイム・トゥ・セイ・グッ
バイ、誰も寝てはならぬ　ほか 託児付

６月１５日（日）
開演　午後３時

全席指定
Ｓ席５,０００円
Ａ席４,５００円

鼓童　ワン・アース・ツアー2014　神秘
芸術監督　坂東玉三郎
日本伝来の 神  事 に宿る、幻想的な美と神秘の世界へと誘

かみ ごと

います 託児付

６月２７日（金）
開演　午後６時３０分

全席指定
Ｓ席３,５００円
Ａ席３,０００円
Ｂ席２,０００円

納涼おたのしみ寄席　ルネこだいら名人会
番組／春風亭一之輔、隅田川馬石、春風亭昇太、ナイツ
（塙宣之・土屋伸之）、柳家喬太郎 託児付

７月３０日（水）
開演　午後６時３０分

※託児の予約は公演日の７日前までにママメイト埼玉支部緯０４８（７５２）
７７１１へ（託児料：０歳…３,０００円、１歳～小学３年生…２,０００円）。
※ルネこだいらには、駐車場がありません（身体に障がいのある方は
あらかじめご連絡ください）。

●ルネこだいらチケットカウンター緯０４２（３４６）９０００
※電話予約／午前９時～午後５時。
　窓口販売／午前９時～午後７時。
※４月の休館日は２１日（月）・２２日（火）です。


