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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
※新型コロナウイ
ルス感染防止対策
にご協力ください

ひの市民大学
問  中央公民館（☎581-7580）

日本の四季と月暦
1014953ID

日時 10月1日㈭14:00～16:00 会場
多摩平の森ふれあい館 内容 月
暦と年間行事の関連について学
ぶ 講師 加藤淳子氏（元都立高校
教員） 対象 市内在住・在勤・在
学者 定員 申込制で先着30人 
申込 9月3日㈭9:00から電話また
は来館
19世紀末後半～世紀末幻想と
象徴の画家たち

1014954ID
日時 10月①2日㈮②9日㈮③16日
㈮④23日㈮14:00～16:00（全4回） 
会場 中央公民館 内容 ①モロー
とルドン～象徴の画譜②ロート
レック～モンマルトルの哀歓③
クリムト～世紀末ウィーンと日
本④ムンク～北欧・魂の叫び 
講師 斎藤陽一氏（元NHK制作プ
ロデューサー） 定員 申込制で各
回先着30人 申込 9月3日㈭9:00
から電話または来館
大学連携コース前期講座「食文
化と発酵食品の深い関係～微
生物との共生から生まれた発
酵食品」 1014973ID
日時 ①9月26日㈯②10月10日㈯
③17日㈯④24日㈯⑤31日㈯13:00
～14:30（全5回） 会場 実践女子大
学日野キャンパス香雪記念館（大
坂上）※駐車場なし 内容 ①発酵
食品における微生物の役割～乳
酸菌・酵母・麴菌と発酵食品の
関係②和食を支える日本の発酵
調味料～味

み

噌
そ

・醤
しょう

油
ゆ

・米酢・本
みりんなど③発酵食品と健康～
発酵食品の健康効果を検証する
④世界のお酒の歴史と文化～ワ
イン・ビール・ウィスキーなど

⑤日本のお酒と歴史と文化～複
雑系の制御により生み出された
日本酒 講師 秋田修氏（実践女子
大学名誉教授） 対象 全回出席で
きる市内在住・在勤・在学者 
定員 申込制で先着30人 申込 9月
3日㈭9:00から電話または来館

蚕でつなぐプロジェク
ト～いっしょに蚕のこ
と学びませんかVer.2

1014972ID
会場・問 中央公民館（☎581-
7580  FAX 581-2110）

　「蚕糸の会・日野」の皆さまと
ともに、蚕のことを学びましょ
う。
皇室小石丸育成と伊藤稔氏の
体験談
日時 9月27日㈰13:30～15:30 内容
「幻の絹」、「天女の羽衣」と言わ
れた繭「小石丸」を学ぶ 講師 伊
藤稔氏（元宮内庁紅葉山会常任
幹事）
日野市初登録指定文化財～日
本一の桑と蚕の研究所第一桑
室の歴史を知ろう
日時 10月4日㈰13:30～15:30 講師
太田洋子氏（1級建築士、仲田の
森遺産発見プロジェクト）
　いずれも 定員 申込制で各回
先着30人 申込 9月3日㈭9:00から
電話、ファクスまたは来館

児童館のイベント

9月の児童館9月の児童館

いやされタイム
1013529ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）
日時 4日㈮10:30～11:00と11:10～
11:40 内容 簡単なセルフマッサ
ージで心も体もリフレッシュ 
対象 乳幼児と保護者 定員 各回
先着5組 申込 電話または来館

みんなであそぼう
1011621ID

会場・問 さかえまち児童館
（☎585-8281）

日時 10日㈭10:30～11:15 内容 リ
ズムあそび、ふれあいあそびな
ど 対象 乳幼児と保護者 申込 3日
㈭9:30から電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば

1008792ID
会場・問 もぐさだい児童館
（☎591-7001）
日時 10日㈭10:30～11:30 内容 体
操、手あそび、季節の遊びなど 
対象 乳幼児と保護者 申込 9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日㈮10:30～11:30 内容 水
あそび※雨天時は室内あそび 
対象 1～3歳の乳幼児と保護者 
申込 10日㈭までに電話または
来館

卓球タイム
1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 12日㈯17:00～18:45 内容 練
習、試合など 対象 中学・高校生 
定員 申込制で先着16人程度 申込
当日来館

乳幼児自由参加ひろば～
プレイルーム  わいわい
ワールド 1004025ID
会場・問 みさわ児童館（☎59
1-3456）

日時 14日㈪・28日㈪10:00～11:30 
内容 大型遊具で自由遊びなど 
対象 乳幼児と保護者 申込 2日前
までに電話または来館

ベビークラス
1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 16日㈬10:30～11:15 内容 手
遊びを交えながら、同じ年頃の
赤ちゃんを持つお母さん同士の
交流 対象 3カ月～1歳6カ月の乳
幼児と保護者 定員 申込制で先
着10組 申込 3日㈭から電話また
は来館

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば

1012798ID
会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 17日㈭10:30～11:30 内容 手
あそび、ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者 申込 8日㈫9:30
から電話または来館

乳幼児お買い物ごっこ
1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 18日㈮10:30～11:30 内容 み
んなで楽しくお買い物ごっこ 
対象 乳幼児と保護者 定員 申込
制で先着15組 申込 3日㈭～17日
㈭に電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～よちよちクラブ

1008628ID
会場・問 ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 30日㈬10:15～11:00 内容 手
あそび、製作、9月の誕生会など 
対象 1～3歳の乳幼児と保護者 
申込 29日㈫までに電話または
来館

空室状況（9月） ※8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
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
ー ◯ × ◯ △ ◯ ◯ 休館日 ◯ △ ◯ ◯ 休館日
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
木 金 土 日 祝 祝 水 木 金 土 日 月 火 水
休館日 ◯ △ × △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

※いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

※ 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）
泫29日㈫の法律相談は日程を変更しています

9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

今月は相談日を設けません
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）

7日㈪･28日㈪13:30～16:00
1日㈫･8日㈫･15日㈫･29日㈫泫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。10月5日㈪･6日㈫
は9月28日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 19日㈯9:30～16:00
※相談時間30分。7日㈪から予約を

登記相談登記相談 3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 4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 23日㈬9:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

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

相続・遺言等暮ら相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談しの書類作成相談

4日㈮･17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 18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）

10日㈭9:30～16:00
24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 11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階市民相談室など
1日㈫・15日㈫9:15～11:30､
11日㈮・25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
健康相談健康相談
（10月実施（10月実施
分も掲載）分も掲載）

ひらやま児童館
9月7日㈪午前
あさひがおか児童館
9月14日㈪午前
生活・保健センター
9月25日㈮午前、10月30日㈮午前
さかえまち児童館
10月5日㈪午前
みさわ児童館
10月6日㈫午前
申込時間予約制。開催前月の3日
から開催日の前日まで（土曜・日曜
日、祝日を除く）に電話※定員あり
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）

発達・発達・
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､
27日㈰9:00～17:00
☎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「はぴはぴ」
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～土曜日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（電話相談可）
※電話予約制（各日先着4組）
申込 日野市社会福祉協議会
（☎050-3537-5765）
問 都市計画課（☎514-8371）

中小企業中小企業
診断士診断士
個別相談個別相談

土曜・日曜日、祝日を除く毎
日9:00～17:00※60分予約制（電
話・ファクス）。市役所内で
出張相談日あり
会場・問日野市商工会（☎581-
3666 FAX 586-6063）

社会保険社会保険
労務士労務士
個別相談個別相談

9日㈬・23日㈬13:00～17:00※
それ以降は問い合わせを。60
分予約制（電話・ファクス）
会場・問日野市商工会（☎581-
3666 FAX 586-6063）

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）

「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3年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

勤労・青年会館
月曜臨時開館

　勤労・青年会館では、第2・第4月曜日を臨
時開館にしています。和室、会議室、多目的ホー
ルがあり、夜間は午後10時までの利用が可能
です。新型コロナウイルスの感染予防対策の
ため、人数制限をしています。
　会館の利用は、日野市予約システムからお
申し込みください。詳細はお問い合わせくだ
さい。

1000976ID 問 同会館（☎586-6251）
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