
20㈬…13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を不動産相談不動産相談

1㈮・21㈭…13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談
相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談

市役所１階 市民相談窓口で受け付けする相市役所１階　市民相談窓口で受け付けする相談談 市長公室市民相談担当（☎514-8094）　

1㈮…13：30～16：00
※相談時間30分。先着順で当日受け付け行政相行政相談談

16㈯… 9：30～16：00
※相談時間30分。4㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

税務相談税務相談 27㈬ …10：00～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

※相談時間30分。月曜日から次週分の予約受け付け。
25㈪・26㈫は19㈫から、10/2㈪・3㈫は9/25㈪
から予約を

談談
含む

法律相法律相
（多重債務（多重債務含む））

4㈪･25㈪…13:30~16:00､
5㈫･12㈫･19㈫･26㈫…9:30~16:00

※いずれも祝日を除く

問

15㈮…13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を労働相談労働相談

14㈭… 9：30～16：00
28㈭ …13：30～16：00
※相談時間40分。相談日前日から予約を

人権身の上相談
（子供の相談含む）

地域子ども家庭支援センター多摩平

☎
毎週月曜～土曜日9：30～16：30

火曜日を除く毎日9：30～16：30

毎週月曜～金曜日10：00～16：00

毎週月曜～金曜日10：00～16：00

毎週月曜～土曜日10：00～15：00

589－1262
地域子ども家庭支援センター万願寺

☎586－1171
あさひがおか児童館

☎586－1184
さかえまち児童館

☎585－8282
ひらやま児童館

☎592－6888

子育て
相談

9月の市民相談

子ども家庭支援センター

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

総合相談 問

市役所２階セーフティネットコールセンター

（原則予約制）
セーフティネットコールセンター

（☎514－8546）
　 　

毎週月曜～金曜日8：30～17：15ひとり親
家庭相談

問

生活・保健センター

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

相談
問

市役所1階福祉オンブズパーソン室

福祉政策課福祉オンブズパーソン
担当（☎514-8469）　

5㈫・12㈫・21㈭・29㈮9：15～11：30
いずれも事前予約制

福祉
オンブズ
パーソン
苦情相談 問

男女平等推進センター
（多摩平の森ふれあい館２階）
毎週火曜日18：00～21：00
毎週水曜日9：45～16：00

※予約制（電話・面接）
※手話・保育あり（10日前までに予約）

女性相談 　 男女平等課（☎587－8177）問

生活・保健センター

（電話予約）
毎週月曜～金曜日8：30～17：00

　 健康課（☎581－4111）

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談 問

エール（発達・教育支援センター）

☎589－88
毎週月曜～金曜日10：00～17：00

77（総合受付）

☎514－8028（子どものこころ電話相談）

毎週月曜～金曜日9：00～18：00教育
相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）

※電話予約制。相談時間１時間
毎週水曜日10：00～16：00

　産業振興課（☎514-8442）　

創業
相談

問

登記相談登記相談 7㈭ …13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

※※
フリーダイヤルフリーダイヤル よやくよやく ごあんないごあんない

お申し込みは、大成荘お申し込みは、大成荘

http://www.kousha.jp/http://www.kousha.jp/ ※6/21現在空室状況（7月） ●…空室あり　×…満室

市長
相談

子ども家庭支援センター

虐待相談電話（☎599－5454）
毎週月曜～土曜日9：00～17：00子どもの

虐待相談
問

９８７６５４３２１
土金木水火月日土金木水火月日土金

土金木水火月日土金木水火月日

※8/22現在空室状況（9月） ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

妊婦・
乳幼児
相談

　 健康課（☎581－4111）問

あさひがおか児童館
4㈪9：45～11：00
ひらやま児童館
15㈮9：45～11：00
生活・保健センター
29㈮9：30～10：45

交通事故相交通事故相談談 8㈮…13：30～16：00
※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8：30～

  17：15に受け付け。予約などの受け付けは電話で8：30から（先着順）

今月は相談日を設けませんので、
はがきまたは　　　で〒191-8686
日野市市長公室市民相談担当

（　　soudan@city.hino.lg.jp）へ
　 市民相談担当（☎514-8094）問

メール

全国一斉「高齢者・障害者の人権あん
しん相談」強化週間
　　 9/4㈪～8㈮8：30～19：00、9㈯・10㈰10：00
～17：00
　　　　 ☎0570-003-110
　 　東京法務局人権擁護部（☎03-5213-1234）、市
市長公室市民相談担当（☎514-8094）
問

日時

相談電話

○ △×××○○△○×××○○×ー

△○○○○○○△○○○○○○

幼稚園・保育園・
児童館のイベント
9月の幼稚園

幼稚園においでよ～体
を動かして遊ぼう!
会場・問 第二幼稚園（☎591-
4125）

日時 13㈬ 9:15～11:00
いちごの日～運動会の
ダンスをしよう！サー
キットで遊ぼう！
会場・問 第五幼稚園（☎592-
0432）

日時 14㈭ 9:15～11:30

ちゅうりっぷの日～お
面を作ろう！
会場・問 第七幼稚園（☎586-
3770）

日時 15㈮ 9:30～11:30

9月の保育園

体験保育
会場・問  あさひがおか保育園

（☎581-7676）
日時 ①7㈭・14㈭ ②12㈫いずれ
も9:45～11:00 対象・定員 ①0･1
歳児と保護者1日1組 ②2歳児と
保護者2組   費用 310円（給食試
食代） 申込 4㈪ 9:00から電話

体験保育
会場・問  たかはた台保育園

（☎591-2231）
日時  12㈫・14㈭・20㈬ 9:30～
11:30 対象 1・2 歳児と保護者 
定員 各 日1歳 児2組、2歳 児2組 
費用 310円（給食試食代） 申込 4
㈪ 9:00から電話

9月生まれの誕生会にい
らっしゃいませんか？

会場・問  しんさかした保育園
（☎584-8277）

日時 14㈭ 9:45～11:00 対象 未就
園児と保護者

誕生会
会場・問  みなみだいら保育園

（☎591-2468）
日時  14㈭ 9:45から 対象 未就園児

と保護者 申込 電話※当日参加可

誕生会と園庭遊び
会場・問  と よ だ 保 育 園（ ☎
581-3451）

日時  21㈭9:45～11:00 対象 未就
園児と保護者

9月の児童館

防災教室
会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 1㈮15:30～16:30 内容 通報
訓練、消火訓練など 講師 日野
消防署職員 対象 小学生以上
ママも癒されタイム～
お母さんも体をリフレ
ッシュしよう
会場・問 あさひがおか児童館

（☎583-4346）
日時 8㈮11:00～11:30 内容 スト
レッチ、軽い運動 持ち物 タオ
ル、飲み物など

移動児童館～みんなで
あそぼうIN七ツ塚

問  さかえまち児童館(☎585-
8281）

日時 13㈬10:30～11:30 会場 七ツ
塚ファーマーズセンター※直接
会場へ 内容 手遊び、ふれあい
遊びなど 対象 乳幼児と保護者

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

日時 13㈬10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊びなど 対象 
乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～フルーツバスケット
会場・問 みなみだいら児童館

（☎599-0166）
日時 13㈬10:30～11:10 内容 手遊
び、情報交換など 対象 1・2歳児
と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～おひさまタイム

問  ひらやま児童館（☎592-
6811）

日時 13㈬10:30～14:30※14:30か

ら移動児童館～ドリーム号が
やってきた開催 会場 上田地区
センター 内容 ふれあい遊びな
ど 対象 乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら
会場・問 まんがんじ児童館

（☎583-3309）
日時 14㈭10:30～11:30 内容 親
子のプレ運動会 対象 乳幼児と
保護者 持ち物 体操服、飲み物
など

げんきっず（公園出張
児童館）運動会

問  たまだいら児童館（☎589-
1253）

日時 15㈮11:00～12:45※雨天中
止 会場 多摩平第一公園グラウン
ド 対象 乳幼児と保護者 持ち物 
弁当、飲み物、レジャーシート

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

日時 22㈮10:30～11:30 対象 乳
幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば

問  もぐさだい児童館（☎591-
7001）

日時 28㈭10:15～11:30 会場 百草
台コミュニティセンター 内容 
幼児の日との合同運動会 対象 
乳幼児と保護者 申込 4㈪9:30か
ら電話または来館

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

日時 9/9㈯10:00～11:30 内容 生
演奏にあわせて童謡・唱歌など
を歌う 対象 おおむね60歳以上の
方 定員 申込制で先着40人 申込 
9/5㈫9:00から電話または来館

いい汗かこう！体にい
いもの食べよう
問 中央公民館（☎581-7580）

日時  9/16㈯・30㈯9:30～12:00 
内容 健康リズム体操、体にい
いものを食す 会場 市民の森ふ
れあいホール 講師 武田瑞氏（健
康福祉運動指導者）など 定員 申
込制で先着50人 費用 1回300円
（材料費） 申込 3㈰9:00から電話

または来館

季節を楽しむ和の伝統
行事～お月見編
問 中央公民館（☎581-7580）

　「中秋の名月」の日に、自然
豊かな日野の里山でお月見団子
を作り、和の伝統行事を楽しん
でみませんか。
日時 10/4㈬14:00～16:00※雨天
中止 会場 石坂ファーム 内容 お
団子作りとお月見や自然を生か
した農家の知恵などのお話し 
講師 石坂昌子氏（市内農家） 
対象 小学生以上の市内在住者
※小学生は保護者同伴 定員 申
込制で先着15人 費用 500円 申込
9/3㈰9:00から電話または来館
大人の理科室・テクノ～むか
し子どもだったあなたと、未
来の大人に贈る科学シリーズ
問 中央公民館（☎581-7580）

日時・会場  ①10/7㈯19 :00～
21:00…中央公民館 ②10/14㈯
13:30～15:30…中央福祉センター 
③11/18㈯13:30～15:30… 首 都
大 学 東 京 日 野 キ ャ ン パ ス 
内容・講師 ①星を求めて超高所
登山…村山孝一氏（ひの21世紀
みらい塾講師） ②体験ペーパー
モデルで橋梁研究！…岸祐介氏

（首都大学東京助教） ③ヒュー
マンアシストロボの未来…武居
直行氏（首都大学東京准教授） 
対象 市内在住・在勤・在学者
※ 小 学 生 以 下 は 保 護 者 同 伴 
定員 15組 ※ 全 回 参 加 者 優 先 
申込 9/3㈰9:00から電話または
来館
名作鑑賞会～朗読サロン
問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

日時  9/21㈭13:30～15:00 会場 
多摩平交流センター 内容 朗読
サークル日野にじの会が「のん
のんばあと妖怪たち」水木しげ
る作、「金時計」泉鏡花作、「朝
顔」三島由紀夫作などを朗読 
定員 申 込 制 で 先 着40人 申込 
9/5㈫9:00から電話または来館

点字版公民館だよりが
できました
問 中央公民館（☎581-7580）

　視覚障害者の方にも公民館だ
よりを読んでいただけるよう点
字版公民館だよりを作成しまし
た。中央公民館・中央公民館高
幡台分室、市内各図書館に配置
しています。送付ご希望の方は
ご連絡を。

大成荘～2人で清里へ行こう! 2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン
期間 9/1㈮～平成30年3/30㈮宿泊分※休前日と年末年始
を除く 内容 2人だけでの利用でも追加料金（1人1,000円）不
要※1人だけの利用は追加料金要 問  大成荘（☎0120-489-
571 ※9:00～19:00 HP  http://www.kousha.jp/）

市
民
相
談
・
空
室
状
況

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