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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

公民館の催し
程久保うたごえパーク
� 1013373ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎5９2-０８64）

日時 2月８日㈯1０:００～11:３０※直
接会場へ

ゆる・カフェ・時間～こど
もかるた� 1009220ID

会場・問 中央公民館（☎5８1-7 
5８０）

日時 2月26日㈬15:３０～17:００※直
接会場へ 

高齢者講座～みんなで
防ごう！ストップ高齢
者サギ� 1013052ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

　落語家の講演と専門家のアド
バイスでダマシの手口に引っか
からない知恵を伝授します。
日時 2月2８日㈮1３:００～15:００ 会場 
生活・保健センター 講師 落語
家立川がじら（二つ目）、日野市
消費者センター相談員・防災安
全課職員 対象 おおむね6０歳以
上の方 定員 申込制で先着5０人 
申込 2月4日㈫９:００から電話また
は来館

子どもが100倍かわい
くなる！ふれあい育児
講座� 1013229ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

　スキンシップを、あそび（わら
べうた）とケア（タッチケア）の
二方向から体感する講座です。
日時 2月2９日㈯、３月14日㈯1０:００
～12:００ 会場 勤労・青年会館 内容 
①あそびを体を動かして体験②
スキンシップによる親子の自己
肯定感の効果を学ぶ 講師 峯崎
由美子氏、佐伯有香氏、丸山佳代
子氏（鍼灸師×保育者ユニット） 
定員 15人 その他 保育あり（要申
込） 申込 2月4日㈫９:００から電話
または来館

水害等避難計画（マイ・タ
イムライン）を作ってみよ
う� 1013219ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

　南平地域の自治団体と合同で
実施します。大雨や台風などで
被害が発生する可能性がある場
合、避難に関する情報をどのよ
うに判断し行動すればよいか

（マイ・タイムライン）をワーク
ショップ形式で学びます。

日時 ３月1日㈰1３:００～15:００ 会場 
七生中※公共交通機関のご利用
を 講師 日野市ボランティアセン
ター（災害チーム）対象 南平地
域など浅川右岸（南側）の浸水想
定区域の居住者 定員 申込制で
先着８０人 申込 2月4日㈫９:００から
電話または来館

令和の出典とひな祭り
の源流～万葉集の世界�
� 1013228ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
75８０）

　令和の出典は大伴旅人の観梅
で披露され、その子家持は父に
倣いひな祭りの源流の宴会を主
催しました。雅

みやび

な宴を通して万
葉集を味わってみませんか？
日時 ３月1日㈰14:００～16:００ 講師 
池田三枝子氏（実践女子大学国
文学科教授） 定員 申込制で先着
８０人 申込 2月4日㈫９:００から電話
または来館

あの熱き感動をジャパンラ
クビートップリーグで～地
元日野レッドドルフィンズ
の魅力を知って応援しよう
� 1013180ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

日時 ３月4日㈬1９:００～2０:３０ 会場 
市民の森ふれあいホール 内容 
①選手による実演・トーク～映
像を見ながらラグビーのルール
説明とラグビーの素晴らしさを
語る②実践女子大学生が紹介す
る日野レッドドルフィンズの魅
力 講師 日野レッドドルフィン
ズ、実践女子大学学生 定員 申
込制で先着９０人 申込 2月4日㈫
９:００から電話または来館

高齢者講座「リサイク
ル～さき織体験」
� 1013221ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

日時 ３月4日㈬・11日㈬・1８日㈬
1３:００～15:００（全３回） 会場 中央
福祉センター 内容 古布をリサ
イクルして作る「さき織」を体験 
講師 中村由紀子氏（織物作家） 
対象 おおむね6０歳以上の方 費用 
5００円（材料代） 定員 申込制で先
着12人 申込 2月4日㈫９:００から電
話または来館

憲法講座～わたしたち
の暮らしと憲法
� 1013223ID
問 中央公民館（☎5８1-75８０）

日時 ①３月1日㈰②８日㈰いずれ
も14:００～16:００ 会場 中央福祉セ

ンター 内容・講師 ①憲法の役
割を暮らしの中で考える…斎藤
一久氏（東京学芸大学准教授）②
暮らしの中の憲法～身近な事例
を題材に…髙佐智美氏（青山学
院大学教授） 対象 市内在住・在
勤・在学者 定員 申込制で先着
4０人 申込 2月4日 ㈫９:００か ら 電
話または来館

保育園・児童館
のイベント

2月の保育園2月の保育園

さくら文庫～絵本の閲
覧・貸し出し
� 1011370ID
会場・問 ひらやま保育園（☎
5８1-９225）

日時 7日㈮・21日㈮1０:００～1８:００ 
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

誕生会にあそびにきま
せんか� 1008576ID

会場・問 みさわ保育園（☎5９ 
1-61３1）

日時 2０日㈭９:45～11:００ 対象 未
就学児と保護者※誕生月以外で
も参加可

2月の児童館2月の児童館

まめまきのつどい
� 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎5９９-０166）

日時 2日㈰1０:３０～11:３０ 内容 鬼
のお面づくり、まめまき 対象 1８
歳までの方と保護者※幼児は保
護者同伴

乳幼児自由参加ひろば～
わらべうた 1006091ID

会場・問 みさわ児童館（☎5９ 
1-３456）

日時 7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

今年度最後のママカ
フェ� 1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
5９2-6８11）

日時 7日㈮1０:３０～12:００※ラスト
オーダー 11:45 内容 保育付きの
カフェでリラックスタイム※ス
ペシャルメニューパティシエの
手作りスイーツ付き 対象 子育
て中の市内在住の方 費用 1００円

ふれあい館まつり～児童館
ステージ 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎5８９-125３）

日時 ８日㈯1３:００～16:００ 内容 ライ
ブ、ダンスなど 対象 1８歳までの
方と保護者※幼児は保護者同伴

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば
� 1011905ID
会場・問 ひの児童館（☎5８1-
7675）

日時 12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

逃走中　� 1003983ID

問しんめい児童館（☎5８３-65８８）
日時 12日㈬14:３０～15:３０ 会場 七
小 内容 校庭での鬼ごっこ※詳
細は問い合わせを 対象 小学生

パパとあそぼう
� 1011621ID

会場・問 さかえまち児童館
（☎5８5-８2８1）

日時 15日㈯1０:３０～11:３０ 内容 パ
パと一緒にふれあい遊び、体操、
工作など 対象 乳幼児と父親・祖
父※母親の参加可 その他 動き
やすい服装で

わくわくおやつスタジ
オ� 1011170ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎5８３-4３46）

日時 15日㈯12:３０～14:３０、15:００
～17:００ 内容 プロのパティシエ
が教える簡単なおやつづくり 
対象 小学生以上※中高生枠あ
り 定員 申込制で各回先着2０人 
費用 1００円 申込 ３日㈪16:００から
電話または来館

乳幼児自由参加ひろば～移動こ
あらひろば� 1008791ID

問 もぐさだい児童館（☎5９1-
7００1）

日時 1８日㈫1０:３０～11:３０ 会場 南
百草地区センター※直接会場へ 
内容 体操、手遊び、季節の簡
単な制作 対象 乳幼児と保護者

パパとあそぼう！
� 1011139ID

会場・問 まんがんじ児童館
（☎5８３-３３０９）

日時 22日㈯1０:３０～11:３０ 内容 ふ
れあい遊び、製作など 対象 乳
幼児と父親・祖父※母親の参加
可

※いずれも祝日を除く

空室状況（2月）�※1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
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日
ー ◯ ◯ 休館日 ◯ ◯ △ ◯ 休館日 ◯ △ ◯
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
月 火 水 木 金 土 祝 振休 火 水 木 金 土
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

「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1日～令和2年3月31日ご宿泊分※休前日を除
く。2名追加料金の加算なし。4月の休館日は7日㈫～9日㈭と14日㈫～16日㈭です

※�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）

注�12日㈬・17日㈪の法律相談は日程を変更しています

2月の市民相談

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

市長市長
相談相談

2月17日㈪9:30～11:30
※日程変更・中止の場合あり。
相談時間30分
会場 エール（発達・教育支援
センター）
申込 3日㈪～7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）

法律相談法律相談
（多重債務含む）（多重債務含む）

3日㈪･17日㈪注13:30～16:00
4日㈫･12日㈬注･18日㈫･25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日㈬は3日㈪から、17日㈪は10日㈪か
ら、3月2日㈪・3日㈫は2月25日㈫から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 15日㈯9:30～16:00
※相談時間30分。3日㈪から予約を

登記相談登記相談 6日㈭13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相談行政相談 7日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

税務相談税務相談 2月の税務相談はありません

不動産相談不動産相談 19日㈬13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

相続・遺言等暮ら相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談しの書類作成相談

7日㈮・20日㈭13:30～16:00
※�相談時間30分。相談日前日から予約を

労働相談労働相談 21日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を人権身の上相談人権身の上相談

（子どもの相談含む）（子どもの相談含む）
13日㈭9:30～16:00
27日㈭13:30～16:00
※相談時間40分。相談日前日から予約を

交通事故相談交通事故相談 14日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

福祉福祉
オンブズオンブズ
パーソンパーソン
苦情相談苦情相談

市役所1階福祉オンブズパ
ーソン室
4日㈫･18日㈫9:15～11:30、 12�
日㈬･26日㈬14:15～16:30
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）

妊婦・妊婦・
乳幼児乳幼児
相談相談

さかえまち児童館
3日㈪9:45～11:00
生活・保健センター
28日㈮9:30～10:45
問 健康課（☎581-4111）

創業創業
相談相談

PlanT（多摩平の森産業連
携センター）
第1・2・4水曜日10:00～16:00、
第3水曜日17:00～21:00
※電話予約制。相談時間1時間
問 産業振興課（☎514-8442）

教育教育
相談相談

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）

子ども家庭子ども家庭
総合相談総合相談

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

子どもの子どもの
虐待相談虐待相談

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）

子育て子育て
相談相談

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

女性女性
相談相談

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・ファクス・窓
口）。どなたでも可。手話・保
育あり（10日前までに予約）
問 男女平等課（☎587-8177�
   FAX 584-2748）

ひとり親ひとり親
家庭相談家庭相談

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）

民間民間
賃貸住宅賃貸住宅
（アパートなど)（アパートなど)
入居相談入居相談

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）

健康相談・健康相談・
生活習慣病予生活習慣病予
防食生活相談防食生活相談

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）

消費生活消費生活
相談相談

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）
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