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お申し込みは、大成荘お申し込みは、大成荘

※相談日前日から予約を登記相談登記相談

20㈬…13：30～16：00
※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

15㈮…13：30～16：00
※相談日前日から予約を労働相談労働相談

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　代表☎

※月曜日から次週分の予約受け付け
※8/1㈪・2㈫は7/25㈪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））

16㈯… 9：30～16：00
※4㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

1㈮ …13：30～16：00
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

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

人権身の上相人権身の上相談談
（子供の相談含む（子供の相談含む））

8㈮…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

7月の市民相談

27㈬…10：00～16：00
※相談日前日から予約を税務相談税務相談

7㈭ …13：30～16：004㈪・25㈪…13：30～16：00
5㈫・12㈫・19㈫・26㈫…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）

※夏休み期間の電話予約受付中。キャンプ場の予約も同時受付中
※修繕のため9/20㈫～12/15㈭は休館

問

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

生活・保健センター
消費生消費生活活
相相談談

　 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､

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
　 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）

女性相女性相談談
問

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

問　産業振興課　代表☎

創創業業
相相談談

市役所１階福祉オンブズパーソン室

問　福祉政策課福祉オンブズパーソ　
ン担当 代表☎

福福祉祉
オンブオンブズズ
パーソパーソンン
苦情相苦情相談談

７㈭・14㈭・21㈭・28㈭9:15～11:30
いずれも事前予約制

ひらやま児童館
8㈮9:45～11:00
さかえまち児童館
11㈪9:45～11:00
みさわ児童館
12㈫9:45～11:00
生活・保健センター
22㈮9:45～11:00
いずれも

健康課(☎581‒4111）

妊婦妊婦・・
乳幼乳幼児児
相相談談

子ども家庭支援センター

☎599－5454（虐待相談電話）
子ども子どものの
虐待相虐待相談談

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）
問

問

問

　セーフティネットコールセンター　代表☎

ひとりひとり親親
家庭相家庭相談談

エール（発達・教育支援センター）

☎589－8877（総合受付）
☎514－8028（子どものこころ電話相談）

教教育育
相相談談

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

毎週月曜～金曜日10：00～17：00

毎週月曜～金曜日8：30～17：15

毎週月曜～土曜日9：00～17：00

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

子育子育てて
相相談談

子ども家庭支援センター

☎599－6670
毎週月曜～土曜日9：00～17：00子ども家子ども家庭庭

総合相総合相談談

　　 22㈮9:30～11:30
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間30分
　　 日野宿交流館
　1㈮～7㈭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
　 市民相談担当

日時

会場　
申　

　問 代表☎

市市長長
相相談談

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

１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
土金木水火月日土金木水火月日土金

○○○○××○○○○ー
３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７
日土金木水火月日土金木水火祝日
○△△×○○○○×○○○○○×

※6/21現在空室状況（７月） ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

○休館日 ×

※いずれも祝日を除く

市
民
相
談
・
空
室
状
況

21 市役所　　　 585 ー 1111
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代表☎

児
童
館
・
保
育
園
・
幼
稚
園
の
イ
ベ

ン
ト
、
公
民
館
の
催
し
・
そ
の
他

広報　　　　第1378号　28.7.1 20

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 7/9㈯10：00〜11：30内容
童謡、唱歌など対象 おおむね
60歳以上の方定員申込制で先
着40人申 7/5㈫9：00から電話

夏休み！公民館で新聞
づくり体験
会場・問 中 央 公 民 館(☎581-
7580)

　新聞づくりのプロを講師に、
新聞の取材から紙面づくりまで
を学びます。
日時 7/２7㈬・２8㈭10：00〜15：00、
8/２6㈮10：00〜1２：00講師須藤晃
氏（毎日新聞こども環境・文化
研究所長）対象 市内在住の小
学5年〜中学生定員申込制で先
着２0人申 7/5㈫9：00から電話

夏休み小学生集まれ！
わくわく学習術
問 中央公民館(☎581-7580)

日程 7/２9㈮、8/２㈯会場中央公
民館など 内容 ①星座早見盤の
製作と夏の星空のお話②ペット
ボトルで遊ぼう③ひのアート
フェスティバルに立体作品を出
そう④影絵を作ってみよう
講師①本間隆幸氏（府中市郷
土の森博物館学芸員）②日野自
動車親和会の皆さま③中村ゆき
氏（市民講師）④河野里美氏（影
絵作家）対象 小学4 〜 6年生
定員 申込制で先着２0人 費用
800円（材料費など）申 7/8㈮
9：00 〜 ２0㈬に電話

公民館映画会「チャッ
プリンの黄金狂時代」
問 中央公民館高幡台分室(☎
59２-0864)

日時 7/30㈯10：00からと13：30か
らの２回上映会場福祉支援セン
ター定員 申込制で各回先着50
人申 7/3㈰9：00から電話

日野と河川と水害〜茨
城県常総市を例に
問 中央公民館(☎581-7580)
　実際に被災した常総市の職員
と水害の専門家を招き、想定を
上回る気象状況について考えま
す。
日時 7/30㈯13：00〜16：00会場

中央福祉センター講師 山田正
氏（中央大学教授）、常総市職
員対象 市内在住・在勤・在学
者定員申込制で先着40人申 7/5
㈫9：00から電話

保育園・児童館・
幼稚園のイベント
※水不足のため水遊びなどのイ
ベントは変更・中止の場合があ
ります

7月の保育園
いずれも対象未就学児と保護者

七夕・夏まつり
会場・問ひらやま保育園(☎
581-9２２5)

日時 7㈭9：50〜11：00定員 申込
制で先着6組 申7/4㈪9：30から
電話

夏まつり
会場・問みさわ保育園(☎591-　
6131)

日時 7㈭9：45〜11：00 持ち物 飲
み物

誕生会＆園庭開放
会場・問 みなみだいら保育園
(☎591-２468)

日時 7㈭9：45〜10：30持ち物 帽
子、飲み物

誕生会と水あそび
会場・問 とよだ保育園（☎
581-3451）

日時 1２㈫9：45〜11：00※雨天の
場合はホール持ち物 着替え、
タオル

誕生会と水あそび
会場・問しんさかした保育園
(☎584-8２77)

日時14㈭9：45〜11：00持ち物 タ
オル、着替え、水着

7月の児童館

こあらひろば「水遊び・
七夕制作」
会場・問もぐさだい児童館(☎
591-7001)

日時 1㈮10：30〜11：30※雨天の
場合は室内対象 乳幼児と保護
者持ち物水着など

きらきら「水遊び」
会場・問まんがんじ児童館(☎
583-3309)

日時 5㈫10：30〜11：30対象乳幼
児と保護者持ち物水着、バス
タオル

わくわくひろば「水遊び」
会場・問 ひ の 児 童 館(☎581-
7675)

日時 5㈫10：30〜11：30※雨天の
場合は室内遊び対象乳幼児と
保護者 持ち物 水着、タオル、
サンダル、帽子

こあら広場〜水遊び
会場・問あさひがおか児童館
(☎583-4346)

日時 13㈬〜 15㈮10：30 〜 11：30
対象 1歳児以上の幼児と保護者
持ち物水着、帽子、タオルなど

移動児童館〜ドリーム
号がやってきた
問ひらやま児童館(☎59２-6811)

日時 13㈬14：00〜16：30会場 上田
地区センター対象18歳以下の方
※乳幼児は保護者同伴

リズムであそぼう〜リト
ミック＆ママエクササイズ
会場・問さかえまち児童館(☎
585-8２81)

日時 14㈭10：30〜11：45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 16㈯17：30〜18：30対象中学・
高校生その他ドラム、アンプ、
電子ピアノあり

夏のお楽しみ会とプール
会場・問みなみだいら児童館
ぷらねっと(☎599-0166)

日時 ２２㈮10：30〜11：30 対象 乳
幼児と保護者持ち物水着、バス
タオル、帽子、飲み物

えほんの会
会場・問みさわ児童館(☎591-
3456)

日時 8㈮10：30〜11：30対象 乳幼
児と保護者

ぴよっこの日「ふれあい遊び」
会場・問しんめい児童館(☎
583-6588)

日時 8㈮10：30〜11：30対象乳幼
児と保護者

7月の幼稚園
いずれも対象未就学児と保護者

水遊びで遊ぼう
会場・問 第 二 幼 稚 園(☎591-
41２5)

日時 1㈮9：15〜11：00

七夕の飾りを作ろう
会場・問 第 三 幼 稚 園(☎581-
71２7)

日時 4㈪9：30〜11：15

水遊び・作ってみよう
七夕飾り
会場・問 第四幼稚園(☎583-
3903)

日時 4㈪9：15〜11：00

水遊び・七夕飾りを作ろう
会場・問 第 五 幼 稚 園(☎59２-
043２)

日時4㈪9：15〜11：30

七夕飾りを作ろう
会場・問 第 七 幼 稚 園(☎586-
3770)

日時 4㈪9：30〜11：30

7/3㈰まで公民館まつり開催中

集まれ！浅川と海をつなぐ河口の「干潟」を見てみよう！
　八王子・川崎市の子供たちと生き物探し、
泥んこ遊びを楽しみます。
日程 8/3㈬ 集合 7:30市役所本庁舎、16:00同所
解散 会場大師河原干潟館（川崎市）付近 対象
市内在住の小学5・6年生 定員 申込制で先着15
人申 7/4㈪9:00から電話 問 緑と清流課 代表☎

児童館休館のお知らせ
キャンプなどの実施に伴い、以下の通り休館します。
あさひがおか児童館(☎583-4346)�� 日時 7/２3㈯1２：00から
しんめい児童館(☎583-6588)����� 日程 7/16㈯、8/1㈪・２㈫
みさわ児童館(☎591-3456)�������� 日程 7/２3㈯、8/２㈫・3㈬
もぐさだい児童館(☎591-7001)�� 日程 7/２3㈯、8/4㈭・5㈮
ひの児童館(☎581-7675)����������� 日時 7/２7㈬1２：00から、8/3㈬・4㈭
まんがんじ児童館(☎583-3309)�� 日程 7/２２㈮、8/5㈮・6㈯
たまだいら児童館(☎589-1２53)�� 日程 7/２6㈫・２7㈬、8/9㈫・10㈬・1２㈮


