
16㈬…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

18㈮…13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

4㈮・17㈭…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）　

4㈮…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

19㈯… 9：30～16：00
※相談時間30分。7㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

交通事故相交通事故相談談

税務相談税務相談 23㈬ …10：00～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

登記相談登記相談

※相談時間30分。月曜日から次週分の予約受け付け
9/4㈪・5㈫は8/28㈪から予約を

法律相法律相談談
（多重債務含む（多重債務含む））

7㈪･28㈪…13：30～16：00
1㈫･8㈫･15㈫･22㈫…9：30～16：00

※いずれも祝日を除く

問

労働相談労働相談

10㈭… 9：30～16：00
24㈭ …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）

市長
相談

地域子ども家庭支援センター多摩平

☎
毎週月曜～土曜日9：30～16：30

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

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

8月の市民相談

問

生活・保健センター
25㈮9：30～10：45

妊婦・
乳幼児
相談 　 健康課（☎581－4111）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）　

2㈬・8㈫・22㈫・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
※29㈫・30㈬を除く

※予約制（電話・面接）
※保育あり（１週間前までに予約）

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

　　 16㈬9：30～11：30
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間30分
　　 多摩平交流センター
　　 1㈫～7㈪に電話で予約を
※土曜・日曜日を除く。事前に相談
内容を詳しくお伺いします
　 市民相談担当（☎514-8094）

3㈭ …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

9/1㈮～3/31㈯二人で清里へ行こう！2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン※休前日と年末年始期間を除く

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

問

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

会場
申込

日時

９８７６５４３２１
水火月日土祝木水火月日土金木水火

木水火月日土金木水火月日土金木

※7/19現在空室状況（8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 31
△

△

△△

○ ○ ○

ー ×

× × × × × × × × × × ×

× × × × × × × × × × ×

9㈬…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）
※9㈬の交通事故相談は日程を変更しています。

公民館の催し
夏休みこども①囲碁・
②将棋入門講座

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日時 ①8/24㈭・29㈫②8/23㈬・
30㈬いずれも10:00～12:00
講師 ①矢野明氏（アマチュア
八段）②小川良治氏（日本将棋
連盟棋道指導員七段）
対象 囲碁・将棋を始めてみた
い小学～高校生
定員 申込制で各先着20人
申込 8/3㈭9:00から電話または
来館
映画会「警察日記」

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日時 8/26㈯13:30～15:30
内容 田舎の警察署を舞台に人
情とユーモアの心温まるドラマ
定員 申込制で先着50人
申込 8/3㈭9:00から電話または
来館

夏休みが終わっちゃう
企画〜ペットボトルソー
ラーカーをつくろう！
会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 8/27㈰14:00～16:00

内容 ソーラーカーをつくり、
走る仕組みを考える
講師 日野自動車労働組合
対象 小学3～6年生
定員 申込制で先着30人
費用 500円（材料費）
申込 8/3㈭9:00から電話または
来館

児童館・保育園の
イベント
8月の児童館

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 10㈭10:30～11:30
内容 水遊び
対象 乳幼児と保護者
持ち物 水着、バスタオル、サ
ンダル、飲み物など

ミステリー大会
会場・問 もぐさだい児童館

（☎591-7001）
日時 17㈭14:00～15:30、18㈮
10:00～11:30
内容 こども実行委員によるお
ばけやしき
対象 18歳までの方※乳幼児は
保護者同伴

おばけやしき
会場・問 あさひがおか児童館

（☎583-4346）
日時 24日 ㈭14:00～16:00・25㈮
10:00～12:00、14:00～16:00

おばけやしき
会場・問 ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 24㈭14:00～16:00、25㈮
10:00～12:00、14:00～16:00、26
日㈯10:00～12:00
対象 18歳までの方※乳幼児は
保護者同伴
持ち物 飲み物

おばけやしき
会場・問 みさわ児童館（☎
591-3456）

日時 25㈮10:00～11:30、14:00～
16:30、26㈯10:00～11:30
内容 子供たちが企画・運営に
参加するおばけやしき
対象 乳幼児は保護者同伴

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

日時 26㈯17:30～18:30
対象 中学・高校生
持ち物 楽器※無くても可
その他 ドラム、アンプ、電子
ピアノ完備

夕涼みまつり
会場・問 みなみだいら児童
館ぷらねっと（☎599-0166）

日時 27㈰16:00～17:45
内容 おばけやしき、ミニ縁日
対象 乳幼児は保護者同伴

夕ぐれ子ども商店街
会場・問 さかえまち児童館

（☎585-8281）
日時 30㈬15:30～18:30

内容 子供たちによる手作り品、
ライスカレー屋※詳細は問い合
わせを
対象 18歳までの方と保護者※
幼児は保護者同伴
定員 カレーのみ先着150食※大
人は1家庭につき1食まで
費用 180円(カレー券)
持ち物 手さげ袋
申込 カレー券のみ8/14㈪9:30
から販売

サマーフェスタ
会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 30㈬①10:30～11:30 ②13:30
～15:00
内容 おばけやしきなど
対象 ①乳幼児と保護者②小学
生～18歳
持ち物 靴袋

乳幼児自由参加ひろば
「わくわくひろばスペ
シャル水遊び」

会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 30㈬・31㈭10:30～11:30※
雨天の場合は室内
内容 水遊び
持ち物 水着、タオル、サンダル、
帽子
対象 乳幼児と保護者

8月の保育園

さくら文庫
会場・問 ひらやま保育園（☎
581-9225）

日時 4㈮・18㈮10:00～18:00
内容 絵本の閲覧・貸し出し
対象 小学3年生以下は保護者同
伴
持ち物 初めて借りる方は本人
確認ができる書類

▶中高年から始めるらくら
くピアノ

日時 9/2㈯・9㈯・16㈯いずれ
も14:00～16:00
会場 市民の森ふれあいホール
内容 ①わずか15分で、両手
で弾ける秘密とは？②指のバ
ラバラ運動、右脳をフル回転
③ベートーベン第九を仕上げ
ましょう
講師 原嶋由利氏（㈳全日本
らくらくピアノ協会東京支部
認定講師）

定員 申込制で先着20人
費用 400円※キーボード持参
の方は130円（教材費）
▶生誕₁₅₀年に読み直す
　夏目漱石
日時 9/23㈷・30㈯14:00～
16:00
会場 市民の森ふれあいホール
内容 ①漱石と五つの戦争
②漱石と大英帝国
講師 小森陽一氏（東京大学
大学院教授）
定員 申込制で先着70人

　8/31㈭まで園正門受付で配布する画用紙を使用し、写生当
日に提出してください。期間中は写生用具として画板とクレ
ヨンの貸し出しもあります。金賞・銀賞など特別賞に入選さ
れた方は、11/3㈷に行われる表彰式で表彰し、作品を11月頃、
園内に展示します。たくさんのご応募お待ちしています。
　詳細は多摩動物公園
HP をご覧ください。

テーマ 多摩動物公園
の生き物たち
対象 小学生以下のお
子さま
問 多摩動物公園（☎591-
1611）

問 中央公民館（☎581-7580）
多摩動物公園
 「こども写生画コンクール」募集

いずれも 申込 8/3㈭9:00から電話または来館
▲平成28年度金賞受賞作品「親と子の愛」

（内
う ち の

野正
しょうむ

武さん作）
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20市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp

代表☎


