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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

児童館・保育園・
幼稚園のイベント
11･12月の児童館

プレイルーム
� 1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 11月5日㈪・19日㈪10:00～
11:30 内容 遊具遊びなど 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
� 1009862ID

会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 11月6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

おいもほり� 1003983ID

問 しんめい児童館（☎583-65
88）

日時 11月8日㈭10:30～11:30 会場 
福島農園（栄町） 内容 さつまい
もの収穫体験 対象 乳幼児と保
護者 費用 400円 申込 11月7日㈬
までに電話または来館

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 11月8日㈭10:30～11:30 内容 
体操・手遊びなど 対象 乳幼児
と保護者

どんぐりまつり
� 1010199ID

会場・問 もぐさだい児童館
（☎591-7001）

日時 11月17日㈯14:30～16:00 内容 
帝京大学どんぐりサークル企画
のゲーム、遊び 対象 18歳まで
の方※乳幼児は保護者同伴 
申込 電話または来館

ママ講座～ママのため
のクッキングタイム
� 1009853ID

会場・問 さかえまち児童館
（☎585-8281）

日時 11月29日㈭10:00～12:00 内容 
しっとりスコーン※詳細は問い
合わせを 対象 乳幼児と保護者 
定員 申込制で先着16人 費用 ス
コーン代実費 その他 先着10人
の保育あり※保育セット持参 
申込 11月14日㈬9:30から電話ま
たは来館

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 11月24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

手型カレンダーづくり
� 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 11月27日㈫10:30～12:00 対象 
乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～移動えほんの会
� 1008148ID
問 みさわ児童館（☎591-345
6）

日時 11月30日㈮10:30～11:30 会場 
落川都営住宅地区センター 対象 
乳幼児と保護者

おもちつき�
� 1010123ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時 12月15日㈯11:00～13:00 対象 
18歳までの方※子供1人につき
大人2人まで 定員 申込制で先着
200人 費用 1人150円 申込 11月
17日㈯9:30から来館※電話不可

11月の保育園

さくら文庫～絵本の閲覧・
貸し出し� 1007898ID

会場・問 ひらやま保育園（☎5
81-9225）

日時 2日㈮10:00～18:00 対象 小学
3年生以下は保護者同伴

園庭開放� 1008239ID

会場・問 たかはた台保育園
（☎591-2231）

日時 5日㈪・12日㈪10:00～11:00 
対象 未就学児と保護者

体験保育� 1005594ID

会場・問 もぐさ台保育園（☎
591-0880）

日時 5日㈪～8日㈭①9:30～11:00
②9:30～11:30 対象 ①0歳児②1～
5歳児と保護者 定員 1日2組 費用 
310円 申込 電話

誕生会� 1008576ID

会場・問 みさわ保育園（☎59
1-6131）

日時 8日㈭9:45から その他 誕生

月以外でも参加可

体験保育� 1006386ID

会場・問 あらい保育園（☎59
1-6132）

日時 12日㈪・14日㈬10:00～11:40 
対象 未就学児と保護者 定員 各
クラス1日2組 費用 310円 申込 5
日㈪～7日㈬10:00から電話

11月の幼稚園
 1004228ID

幼稚園においでよ～自
然物を使って遊ぼう！�

会場・問 第二幼稚園（☎591-4
125）

日時 2日㈮9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ひよこの日～落ち葉や
木の実で遊ぼう！�

会場・問 第四幼稚園（☎583-3
903）

日時 8日㈭9:15～11:00 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
� 1010217ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 11月10日㈯10:00～11:30※
直接会場へ 内容 童謡・唱歌な
どを歌う 講師 音楽アンサンブ
ル・ジュビア 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

名作鑑賞会～朗読サロン
� 1010219ID

問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

日時 11月16日㈮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」による
朗読会 作品名 「夢十夜」夏目漱
石作など 定員 申込制で先着40
人 申込 11月6日㈫9:00から電話
または来館

LGBT入門講座～誰もが
自分らしく生きられる社
会とは� 1010082ID
問 中央公民館（☎581-7580）

日時 ①11月25日㈰14:00～16:30
②12月2日㈰14:00～16:00 会場 多
摩平交流センター 内容・講師  
①誰もが自分らしく生きられる
社会って？…虹色とんちー②

LGBT・家族・その周辺をつなぎ
ながら…小野春氏（にじいろか
ぞく代表）など 定員 申込制で先
着30人 申込 11月
4日㈰9:00から電
話、来館または
右記QRコード
から電子申請

第2回公民館音楽サー
クルのつどい～秋フェ
ス！� 1010221ID

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日時 11月24日㈯12:00～17:30 内容 
公民館を利用している音楽サー
クルによる発表会
ひの市民大学・大学連
携コース後期「源氏物
語入門～その全体像を
探る」� 1009881ID
問 中央公民館（☎581-7580）

日時 ①12月1日㈯②8日㈯③15日
㈯④22日㈯⑤1月5日㈯いずれも
13:00～14:30 会場 実践女子大学
香雪記念館（大坂上）※公共交通
機関での来場を 内容 ①源氏物
語に至る道②光源氏の物語③宇
治の物語④源氏物語とは何か⑤
源氏物語と「源氏以後」 講師 横
井孝氏（実践女子大学国文学科
教授） 対象 全回出席可能な市内
在住・在勤・在学者 定員 申込制
で先着50人 申込 11月6日㈫9:00
から電話または来館
世代間交流プロジェクト～
高幡台分室でちょっと早め
のクリスマスを楽しもう
� 1010216ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

　大人も子供も一緒にハンドベ
ル演奏や、お楽しみ企画で楽し
い時間を過ごします。帝京大学
教育学部・田崎ゼミとの連携事
業です。
日時 12月8日㈯10:00～12:00 費用 
100円※小・中学生50円（材料費） 
申込 11月6日㈫9:00から電話ま
たは来館

映画会～アフリカの女王
� 1010218ID

会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

日時 12月8日㈯13:30～15:30 内容 
第一次世界大戦下の東アフリ
カ、ドイツ戦艦との戦いを描く 
定員 申込制で先着50人 申込 11
月4日㈰9:00から電話または来
館

11月の市民相談
※いずれも祝日を除く

2₀日㈫₉:3₀～11:3₀
※日程変更・中止の場合あ
り。相談時間3₀分
会場 中央公民館高幡台分室
申込 1日㈭～７日㈬に電話で
予約を※土曜・日曜日、祝
日を除く。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︶

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

市長
相談

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
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

子育て
相談

法律相談
（多重債務含む）

土曜法律相談

行政相談

交通事故相談

人権身の上相談
（子供の相談含む）

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）

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
1日㈭・₈日㈭・22日㈭・2₉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
※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

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）

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談

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）

創業
相談

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）

消費生活
相談

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）

教育
相談

あさひがおか児童館
₅日㈪₉:₄₅～11:₀₀
生活・保健センター
3₀日㈮₉:3₀～1₀:₄₅
問 健康課（☎₅₈1︲₄111）

妊婦・
乳幼児
相談

空室状況（11月） ※10月22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
木 金 祝 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
ー ◯ △ ◯ ◯ 休館日 ◯ △ ◯ ◯ 休館日 ◯
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
土 日 月 火 水 木 祝 土 日 月 火 水 木 金
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

市長公室市民相談担当（☎₅14⊖80₉4）問市役所１階　市民相談窓口で受け付けする相談
₅日㈪･26日㈪13:3₀～16:₀₀
6日㈫･13日㈫･2₀日㈫･2７日㈫₉:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。月曜日から次週分
の予約受け付け

12月3日㈪･₄日㈫は11月26日㈪から予約を

1７日㈯₉:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。₅日㈪から予約を

登記相談 1日㈭13:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。相談日前日から予約を

2日㈮13:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。先着順で当日受け付け

税務相談 2₈日㈬₉:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。相談日前日から予約を

不動産相談 21日㈬13:3₀～16:₀₀
※相談時間₃0分。相談日前日から予約を

労働相談 16日㈮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

2日㈮･1₅日㈭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日㈮13:3₀～16:₀₀

※相談時間₃0分。相談日前日から予約を

₈日㈭₉:3₀～16:₀₀
22日㈭13:3₀～16:₀₀
※相談時間40分。相談日前日から予約を
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