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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

10月の市民相談
※いずれも祝日を除く

25日㈭9:30～11:30
※日程変更・中止の場合あり。相談時間30分
会場 南平駅西交流センター
申込 1日㈪～5日㈮に電話で予約を※
事前に相談内容を詳しくお伺いします
問 市民相談担当（☎514-8094）

地域子ども家庭支援センター多摩平
月曜日を除く毎日9:30～17:00
☎589-1262

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日9:00～17:00
問 同センター（☎599‒6670）

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日
8:30～17:00（電話予約）
問 健康課（☎581-4111）

PlanT（多摩平の森産業連携センター）
毎週水曜日10:00～16:00
※電話予約制。相談時間1時間
問 産業振興課（☎514-8442）

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

「二人で清里へ行こう!2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン」9月2日～3月31日ご宿泊分※休前日と年末年始期間を除く
2名追加料金の加算なし

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日9:00～18:00
☎589‒8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日9:00～18:00
☎514‒8028（子どものこころ
電話相談）

みさわ児童館
9日㈫9:45～11:00
さかえまち児童館
15日㈪9:45～11:00
生活・保健センター
26日㈮9:30～10:45
問 健康課（☎581-4111）

地域子ども家庭支援センター万願寺
火曜日を除く毎日9:30～16:30
☎586‒1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～金曜日10:00～16:00
☎586‒1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日10:00～16:00
☎585‒8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日10:00～16:00
☎592‒6888

市長
相談

子育て
相談

子ども家庭
総合相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日9:00～17:00
問 虐待相談電話（☎599-5454）

子どもの
虐待相談

市役所1階福祉オンブズパーソン室
3日㈬・11日㈭・17日㈬・25日㈭
9:15～11:30
いずれも事前予約制
問  福祉政策課福祉オンブズ
パーソン担当（☎514‒8469）

福祉
オンブズ
パーソン
苦情相談

市役所２階セーフティネット
コールセンター
毎週月曜～金曜日8:30～17:15
（原則予約制）
問 セーフティネットコールセンター
　（☎514‒8546）

ひとり親
家庭相談

毎週木曜日13:00～17:00
市役所会議室
※電話予約制（各日先着3組）
申込 日野市社会福祉協議会
（☎050-3537-5765）
問 都市計画課（☎514-8371）

民間
賃貸住宅
入居相談

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
※30日㈫・31日㈬を除く
※予約制（電話・面接）
※手話・保育あり（10日前までに予約）
問 男女平等課（☎587-8177）

女性
相談

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談

創業
相談

消費生活
相談

教育
相談

妊婦・
乳幼児
相談

空室状況（10月） ※9月19日現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火
ー ◯ ◯ × × △ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ 休
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
館日　 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

　行政に対する要望をはじめ、法律問題か
ら家庭内の悩みまで専門の相談員が相談に
対応します。
日時 10月15日㈪13:30～15:30

会場市役所1階市民相談室､102会議室
5階501･502･504･505会議室

内容・申込
問

下表の通り※2種類まで申し込み可
市長公室市民相談担当(☎514-8094)

問   市長公室市民相談担当
(☎514-8094)

10月15日㈪～21日㈰は行政相談週間
　　　  くらしと行政「総合市民相談」を開催

10月の定例相談
相談名

相談名 相談員 申込方法相談内容 相談名 相談員 申込方法相談内容

日時

法律

法律（多重
債務含む）

不動産 宅地建物
取引士

行政書士

社会保険労
務士

市職員

ハローワー
ク職員

行政相談委
員

弁護士

10月1日㈪8:30
から電話予約
※土曜・日曜日、
祝日を除く

10月1日㈪8:30
から電話予約
※土曜・日曜日、
祝日を除く

人権擁護
委員

司法書士
土地家屋
調査士

税理士

相続、離婚、債務、
賠償、保証、訴訟手
続きなど法律問題

不動産の売買や賃貸借
の問題など

相続・遺
言等書類
作成

相続・遺言、許認可手
続きなどの書類作成に
関すること

労働
賃金の未払い、不当解
雇、労働契約など職場
のトラブルについて

市政 市政についての意見や
要望

職業 求人、求職、雇用保険
など

行政 国や都の仕事への要望
や意見

交通事故
示談、損害賠償など
交通事故に関する問
題

人権
身の上

夫婦、親子間など家
庭内の悩み、隣人間
の問題など

登記
土地・建物売買、贈
与に関する登記手続
全般、境界確定

税務
相続税、贈与税、住
宅取得控除など税金
全般

10月15日㈪
13:30～14:30
に市役所5階
505会議室前
で受け付け

1日㈪･22日㈪13:30～
16:00
2日㈫･9日㈫･23日㈫
9:30～16:00
16日㈫9:30～12:00
※9日㈫は1日㈪から予約を
※16日㈫は9日㈫から予約を
※22日㈪･23日㈫は15日㈪
から予約を
※11月5日㈪･6日㈫は10月
29日㈪から予約を

土曜法律 20日㈯9:30～16:00
※9日㈫から予約を

人権身の上
（子供の相
談含む）

11日㈭9:30～12:00
25日㈭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

5日㈮13:30～16:00
※相談日前日から予約を

保育園・幼稚園・
児童館のイベント
10月の保育園

運動会～宝探し
 1006385ID

会場・問 あらい保育園（☎59
1-6132）

日時 6日㈯8:40～11:30※雨天の
場合は7日㈰ 対象 未就学児と保
護者 持ち物 飲み物

運動会～宝ひろい
 1004145ID

会場・問 しんさかした保育園
（☎584-8277）
日時 6日㈯9:30から※雨天の場
合は13日㈯ 対象 未就学児と保
護者

運動会～宝さがし
 1008245ID

会場・問 たかはた台保育園
（☎591-2231）
日時 6日㈯10:30～11:00※雨天
中止 対象 未就学児と保護者

運動会～宝探し
 1008573ID

会場・問 みさわ保育園（☎59
1-6131）

日時 6日㈯8:45～12:00※10:00か
ら未就学児競技。雨天の場合は
13日㈯ 対象 未就学児と保護者 
持ち物 飲み物

運動会～地域競技
 1005596ID

会場・問 もぐさ台保育園（☎
591-0880）

日時 6日㈯9:40から※雨天の場
合は13日㈯ 対象 未就学児と保
護者

0・1歳児体験保育　
 1005617ID

会場・問 あさひがおか保育園
（☎581-7676）
日時 17日㈬9:45～11:00 対象 未
就園児と保護者 定員 2組 費用 
310円（給食試食代） 申込 9日㈫
9:00から電話

体験保育 1009913ID

会場・問 ひらやま保育園（☎
581-9225）

日時 19日㈮・23日㈫・25日㈭
10:00～11:30 対象 1・2歳児と保
護者 定員 各年齢1日2組 費用 
310円（給食代） 申込 4日㈭10:00
から電話

10月の幼稚園
 1004228ID

幼稚園においでよ～み
んなで一緒に踊ろう！
会場・問 第二幼稚園（☎591-
4125）

日時 3日㈬9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ちゅうりっぷの日～も
うすぐ運動会！
会場・問 第七幼稚園（☎586-
3770）

日時 5日㈮9:30～11:30 対象 乳幼
児と保護者

10月の児童館

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば
 1009862ID
会場・問 ひの児童館（☎581-7
675）

日時 3日㈬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～
きらきら 1008085ID

会場・問 まんがんじ児童館
（☎583-3309）
日時 12日㈮10:30～11:30 内容 体
操・手遊びなど 対象 乳幼児と
保護者

音楽室Free（無料開
放） 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 13日㈯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

ぴよっこの日・幼児の日合
同運動会 1003983ID

問 しんめい児童館（☎583-
6588）

日時 18日㈭10:30～11:30 会場 大
久保公園※雨天の場合はしんめ
い児童館 対象 乳幼児と保護者 
申込 初めて参加する方は電話

ベビーマッサージ
 1009157ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）
日時 20日㈯10:30～11:30 対象 3
～7カ月の乳幼児と保護者 定員 
申込制で先着12組 申込 5日㈮
9:30から電話または来館

おさがりバザール～お
さがり服の交換会
 1009853ID
会場・問 さかえまち児童館

（☎585-8281）
日時 25日㈭10:00～11:00 対象 乳
幼児と保護者 持ち物 エコバッ
グ その他 3日㈬からおさがり品
を回収。詳細は問い合わせを

乳幼児自由参加ひろば～え
ほんの会 1008148ID

会場・問 みさわ児童館（☎59
1-3456）

日時 26日㈮10:30～11:30 内容 絵
本の読み聞かせ、幼児遊び 
対象 乳幼児と保護者

ハロウィン
 1008628ID

問 ひらやま児童館（☎592-
6811）

日時 27日㈯13:30からと15:15か
ら 集合 ひらやま児童館 対象 18
歳以下※乳幼児は保護者同伴 
申込 3日㈬16:00から電話または
来館※詳細は問い合わせを

リサイクルのひろば
 1009887ID

会場・問 もぐさだい児童館
（☎591-7001）
日時 30日㈫10:00～12:00 内容 ま
だ着られる衣類などをリサイク
ル 対象 乳幼児と保護者 持ち物 
手提げ袋 その他 まだ着られる
衣類などを回収。詳細は問い合
わせを

公民館の催し
程久保うたごえパーク
 1009909ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 10月13日㈯10:00～11:30※
直接会場へ 内容 童謡・唱歌な
どを歌う 対象 おおむね60歳以
上の方 定員 40人 持ち物 飲み
物、上履き
あなたの未来を創りま
しょう科 1009918ID

問 中央公民館（☎581-7580）
　長寿社会を健康で生きるため
に本人、家族、病院、介護施設
などが包括的にケアするシステ
ムを学びます。
日時・会場  10月26日㈮14:00～
15:30…中央福祉センター、27

日㈯10:00～11:30…福祉支援セ
ンター 内容 ①自分の健康に責
任を持ち守ろう②住み慣れた日
野で自分の人生を続けよう③地
域包括支援センターってなに？ 
講師 市在宅療養支援課職員 
定員 申込制で先着30人 申込 10
月3日㈬9:00から電話または来
館

はじめてのアイフォーン
 1009914ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 10月27日㈯・28日㈰10:00
～12:30 内容 アイフォーンの基
本的な操作の仕方、アプリケー
ションのインストール方法、セ
キュリティ対策 講師 ハッピー
多摩 対象 アイフォーン所有の
初心者の方 定員 申込制で先着
15人 申込 10月3日㈬9:00から電
話または来館
家族のカタチはこれか
ら？ 1009800ID

問 中央公民館（☎581-7580）
日時・会場  ①11月4日㈰…中央福
祉センター②11日㈰③18日㈰…
中央公民館いずれも14:00～16:
00※1回のみの参加可内容・講師  
①結婚してもシェアハウスとい
う選択…阿部珠恵氏（ライター）
②映画「沈没家族」上映とトーク
～ぼくがこの作品を撮った理由
…加納土氏（映画監督）③家族は
これからどこへ向かうのか?…
赤川学氏（東京大学大学院准教
授） 定員 申込制で先着20人 申込 
10月3日㈬9:00から
電話、来館または
右記QRコードか
ら電子申請

若者たちで考える“ま
ちづくり”vol.2
 1009922ID
問 中央公民館（☎581-7580）

　若い人たちにとっての「自分
事」の“まちづくり”を一緒に考
えてみませんか！
日時 ①11月4日 ㈰11:00～17:00
②18日㈰11:00～17:00③12月15
日㈯13:00～15:00 会場 ①市民の
森ふれあいホール②PlanT（多摩
平の森産業連携センター）③市
役所5階504会議室 講師 原田謙
介氏（NPO法人Youth Create）
など 対象 10～20歳代の市内在
住・在勤・在学者 定員 申込制
で先着20人 申込 10月3日㈬9:00
から電話、Eメール（  pubhall
@city.hino.lg.jp）または来館
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