
登記相談登記相談

15㈬…13：30～16：00
※相談日前日から予約を不動産相談不動産相談

17㈮…13：30～16：00
※相談日前日から予約を

3㈮・16㈭ …13：30～16：00
※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）　

3㈮ …13：30～16：00
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

18㈯… 9：30～16：00
※6㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

10㈮…13：30～16：00
※相談日前日から予約を交通事故相交通事故相談談

※相談日前日から予約を税務相談税務相談

2㈭ …13：30～16：00

22㈬ …10：00～16：00
※月曜日から次週分の予約受け付け
　27㈪・28㈫は21㈫から、4/3㈪・4㈫は3/27㈪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））

6㈪･27㈪…13:30~16:00
7㈫･14㈫･21㈫･28㈫…9:30~16:00

※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）

問

※いずれも祝日を除く

※相談日前日から予約を

労働相談労働相談

9㈭… 9：30～16：00
23㈭…13：30～16：00人権身の上相談

（子供の相談含む）※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

※4/28㈮までお二人の宿泊でも2名追加料金なしのキャンペーンを実施（休前日を除く）
※4月の休館日は4㈫～6㈭、10㈪～12㈬です

http://www.kousha.jp/http://www.kousha.jp/

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

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）　

9㈭・14㈫・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

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

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㈬を除く
　 男女平等課（☎587－8177）
※予約制（電話・面接）
※保育あり（１週間前までに予約）

女性相談

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

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

3月の市民相談
今月は相談日を設けませんので、
　　　または  　　で〒191-86
86 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）

はがき メール

１６１５４１３１２１１９８７６３２１
木水火

１
月日土金

１０
木水火月土金木水

３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７
金木水火月日土金木水火祝日土金

※2/17現在

休館日

空室状況（3月） ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

５４
日

さかえまち児童館
6㈪9：45～11：00
あさひがおか児童館
13㈪9：45～11：00
生活・保健センター
24㈮9：45～11：00

妊婦・
乳幼児
相談

　 健康課（☎581－4111）

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

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

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

休館日○○○×○○ー

○ ○ ○ ○○○△○○○○○

○ ○△

××○

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

幼稚園・保育園・
児童館のイベント

3月の幼稚園

幼稚園においでよ～自由
開放日
会場・問 第二幼稚園(☎591-
4125)

日時 6㈪9:30～11:00
対象 乳幼児と保護者

ちゅうりっぷの日～エコ
アラ・エコクマに会おう！
会場・問 第七幼稚園（☎586-
3770）

日時 7㈫9:30～11:30
対象 乳幼児と保護者

ひよこの日～自由開放日
会場・問 第四幼稚園（☎583-
3903）

日時 8㈬9:15～11:00
対象 乳幼児と保護者

3月の保育園

3月生まれの誕生会と
ひなまつり
会場・問 もぐさ台保育園（☎
591-0880）

日時 3㈮9:45から
対象 未就学児と保護者

ひなまつり＆誕生会
会場・問 たかはた台保育園（☎
591-2231）

日時 3㈮10:00～11:00
対象 未就学児と保護者

3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 2㈭・15㈬10:30～11:30
内容 体操、手遊びなど
対象 乳幼児と保護者

6年生・中高生ごはんタイム
～ぎょうざで卒業パーティー
問 ひらやま児童館(☎592-
6811）

日時 28㈫10:00～13:00
会場 平山交流センター
対象 今春卒業の小・中学生、
高校生
定員 申込制で先着16人
費用 250円
申込 3㈮16:00から電話または

来館

プレイルーム～乳幼児
自由参加
会場・問 ひの児童館(☎581-
7675)

日時 3㈮・17㈮10:30～13:00
内容 乳幼児用の遊具で遊べま
す
対象 乳幼児と保護者

スタジオ開放
会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ (☎589-1253)

日時 4㈯17:30～18:30
対象 中学・高校生
持ち物 楽器※無くても可。ド
ラム、アンプ、電子ピアノの貸
し出しあり

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 7㈫11:00～11:30
内容 ラップの芯、ボールなど
を使ったストレッチ、軽い運動
持ち物 スポーツタオル

リーダーと遊ぼう
会場・問 しんめい児童館(☎58
3-6588）

日時 8㈬15:00～16:00
内容 明星大学のお兄さんお姉
さんと体を使って遊ぼう
対象 小学生

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 10㈮10:30～11:30
対象 乳幼児と保護者

ベビークラス
会場・問みなみだいら児童館
ぷらねっと(☎599-0166)
日時・対象 15㈬10:30～11:00
…3～8カ月児と保護者、11:15
～11:45…9カ月以上の乳児と保
護者
内容 同じ年頃の乳児を持つお
母さんたちとの交流

移動児童館～みんなであ
そぼうｉｎ日野宮
会場・問さかえまち児童館 (☎
585-8281）

日時 16㈭10:30～11:30
会場 日野宮神社（栄町）
内容 親子で外遊び、ふれあい
遊び、季節遊びなど
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
会場・問 もぐさだい児童館(☎
591-7001)

日時 16㈭10:30～11:30
内容 手作りおもちゃサークル
「おた福まめ」による制作
対象 乳幼児と保護者

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 3/11㈯10:00～11:30
内容 電子ピアノ、箏、クラリ
ネットの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 3/3㈮9:00から電話または
来館
ひの市民大学～みんな
で「校章」づくり
問 中央公民館(☎581-7580)

　ひの市民大学の「校章（ロゴ）」
をデザインするためのコンセプトを
グループワーク形式で考えます。
日時 3/12㈰13:00～15:00
会場 キョテン107（日野）
内容 ロゴは何のためにある？
ひの市民大学にピッタリなのは
どんなロゴ？
講師 佐藤菜々子氏（デザイナー）
定員 申込制で先着15人
申込 3/3㈮9:00から電話または
来館

かんたん・美味しいコ
ーヒーのある生活
会場・問 中央公民館(☎581-
7580)

　日常生活に根付いている身近
なコーヒーについて、家庭で美
味しく淹

い

れられるコツや、海外
のコーヒー産地の特徴などを学
びます。各回コーヒーの試飲と
お土産付き。
日時 ①3/7㈫②21㈫10:30～12:00
内容 ①入門編「家庭で美味し
くコーヒーを淹れるコツ」②探
究編「コーヒー世界三大産地の
特徴について」
講師 小林敬輔氏（SCAJ認定
コーヒーマイスター）
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 申込制で先着15人
費用 各回500円
申込 3/3㈮9:00から電話または

来館

パラリンピック競技を体験
しよう！～ゴールボール編
問 中央公民館(☎581-7580)

　ロンドンパラリンピックで日
本女子が金メダルを獲得し注目
されたゴールボール。アイマス
クをして体験しましょう。
日時 3/25㈯13:30～15:00
会場 市民の森ふれあいホール
講師 東京都ゴールボール連絡
協議会
定員 申込制で先着20人
申込 3/3㈮9:00から電話または
来館

今年は親子で夢の車を
つくろう～カーデザイ
ン教室
問 中央公民館(☎581-7580)

　自分がイメージした車のデザ
インをもとに、粘土を使って世
界に一つしかないクレイモデル
を作ります。
日時 3/28㈫13:00～16:30

会場 日野自動車㈱（日野台）
講師 折原利明氏（日野自動車
㈱デザイン部）など
対象 小学4年～中学生と保護者
定員 申込制で先着20人
申込 3/3㈮9:00から電話または
来館

春休み小学生集まれ！わくわ
く学習術～つくる・あそぶ・
あじわうを体験する2日間
会場・問 中央公民館高幡台
分室(☎592-0864)

日時 3/29㈬･30㈭10:00～15:00
内容・講師 ①新聞紙ピラミッ
ドをつくってみよう…山田修平
氏（東京学芸大学子ども未来研
究所）②メディシンボールであ
そぼう…ジュニア陸上指導者③
おもしろ実験クッキング…出水
照子氏（料理研究家）④ネット
地図で探検する日野と世界の形
…今尾恵介氏（地図研究家）
対象 市内在住の小学3～6年生
定員 20人※申込多数の場合は
抽選
費用 500円(材料費)
申込 3/3㈮9:00～8㈬17:00に電話
または来館

市
民
相
談
・
空
室
状
況

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