
幼稚園・保育園・
児童館のイベント
12月の幼稚園

なかよしキッズ～クリス
マスの飾りを作ろう！
会場・問 第三幼稚園(☎581-71
27)

日時 6㈫9:30～11:15 対象 乳幼
児と保護者

ちゅうりっぷの日～クリ
スマス飾りを作ろう！　
会場・問 第七幼稚園(☎586-37
70)

日時 7㈬9:30～11:30 対象 乳幼
児と保護者

幼稚園においでよ～クリ
スマス飾りを作ろう！
会場・問 第二幼稚園（☎591-
4125）

日時 8㈭9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ひよこの日～作ってみよ
うクリスマス飾り！　
会場・問 第四幼稚園(☎583-39
03)

日時 9㈮9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

いちごの日～お店屋さん
ごっこで遊ぼう！　
会場・問 第五幼稚園(☎592-04
32)

日時 12㈪9:15～11:30 対象 乳幼
児と保護者

12月の保育園

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 対象 未就
学児と保護者 申込 電話

園庭であそぼう
会場・問みさわ保育園（☎591-
6131）

日時 14㈬9:45～11:30※雨天中
止 対象 未就学児と保護者

わんぱく座リハーサルへ
ようこそ
会場・問 たかはた台保育園
（☎591-2231）
日時 15㈭ 9:15～11:00 対象 未
就学児と保護者

誕生会とクリスマス会～
サンタさんにも会えます
会場・問とよだ保育園（☎581-
3451）

日時 16㈮9:45～11:00 対象 未就
学児と保護者

クリスマス会～サンタク
ロースからプレゼント
会場・問 ひらやま保育園（☎
581-9225）

日時 16㈮10:00～11:00 対象 未
就学児と保護者 定員 申込制で
先着10組申込 6㈫9:30～9㈮に電
話

クリスマス誕生会～サンタ
クロースからプレゼント
会場・問 もぐさ台保育園（☎
591-0880）

日時 22㈭9:45～11:00 対象 未就
学児と保護者※誕生月でなくて
も参加可 申込 電話

12月の児童館

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 3㈯17:30～18:30 対象 中学
・高校生 持ち物 楽器※無くて
も可。ドラム、アンプ、電子ピ
アノの貸し出しあり

乳幼児自由参加ひろば～移
動児童館「わくわくひろば」
問 まんがんじ児童館(☎583-
3309)

日時 6㈫10:30～11:30 会場 宮
南部地区センター 内容 手遊
び、読み聞かせ、製作など
対象 乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば～
えほんの会
会場・問 みさわ児童館(☎591-
3456）

日時 9㈮10:30～11:30 対象 乳幼
児と保護者

おもちつき会
会場・問 あさひがおか児童館
 (☎583-4346)

日時 17㈯11:00～13:00定員先着
180人費用 150円 申込 直接来館

ぴよっこクリスマスお
楽しみ会
会場・問 しんめい児童館(☎58
3-6588）

日時 9㈮10:30～11:30 内容 手
遊び、歌、ライアー（聖琴）演

奏など 対象 乳幼児と保護者
定員 申込制で先着30組 申込 3
㈯10:00から電話

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば
会場・問 もぐさだい児童館(☎
591-7001)

日時 15㈭10:10～11:30 内容 幼
児の日と合同クリスマス会
対象 乳幼児と保護者 申込 電
話または来館

もちつき
会場・問 さかえまち児童館 (☎
585-8281）

日時 17㈯11:00～13:00 対象 18
歳までの方と保護者※乳幼児は
保護者同伴定員 申込制で先着
200食※大人の申し込みは1家族
1人まで費用 150円 持ち物 も
ちを入れる器、おぞうに用お椀、
はし、コップ申込 3㈯10:00か
ら参加費を持参して同館へ※電
話での仮申し込み可

クリスマスコンサート
会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと(☎599-0166)

日時 21㈬15:00～16:00 内容 ラ
イアー（聖琴）、ピアノによる
クリスマスソング演奏
対象 乳幼児は保護者同伴

手づくり絵本講習会
会場・問 ひの児童館(☎581-76
75)

日時 24㈯10:00～12:00 講師 親
子でつくる手づくり絵本サーク
ルの方 対象 0 ～ 18歳の方※乳
幼児は保護者同伴 定員 申込制
で先着15人 その他 事前に絵本
の中身を書く用紙を取りに来て
ください 申込 3㈯10:00から電話

親子で楽しむクリスマスコ
ンサート
会場・問 ひらやま児童館(☎59
2-6811）

日時 24㈯11:00～12:00 内容 フ
ルート、バイオリン、声楽、ピ
アノ演奏 対象 18歳までの方※
乳幼児は保護者同伴

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 12/10㈯10:00～11:30 内容
生演奏にあわせて童謡・唱歌な
どを歌う 対象 おおむね60歳以
上の方 定員 申込制で先着40人
申込 12/3㈯9:00から電話

日野市成人式登記相談登記相談

21㈬…13：30～16：00
※相談日前日から予約を不動産相談不動産相談

16㈮…13：30～16：00
※相談日前日から予約を

2㈮・15㈭ …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

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（☎514-8094）　

※月曜日から次週分の予約受け付け
法律相法律相談談

（多重債務含む（多重債務含む））

17㈯… 9：30～16：00
※5㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

2㈮ …13：30～16：00
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

8㈭… 9：30～16：00
22㈭…13：30～16：00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））

9㈮…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

28㈬…10：00～16：00
※相談日前日から予約を税務相談税務相談

1㈭ …13：30～16：005㈪･26㈪…13：30～16：00
6㈫･13㈫･20㈫･27㈫…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）

問

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

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

子ども家庭支援センター

同センター（☎599－6670）
毎週月曜～土曜日9：00～17：00
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

※いずれも祝日・年末年始を除く

※相談日前日から予約を

労働相談労働相談※相談日前日から予約を

※※
フリーダイヤルフリーダイヤル よやくよやく ごあんないごあんない

お申し込みは、大成荘お申し込みは、大成荘

※修繕のため12/15㈭まで休館
※4/28㈮までお二人の宿泊でも2名追加料金なしのキャンペーンを実施（休前日、年末年始を除く）

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

１６１５１４１３１２１１９８７６３２１
金木水火月日土金木水火日土金木

３１３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７
土金木水火月日土祝木水火月日土
×××△○○○××○○○○○△

※11/17現在空室状況（12月） ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

○

市長
相談

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）

毎週月曜～金曜日10：00～17：00教育
相談

子ども家庭支援センター

虐待相談電話（☎599－5454）問
毎週月曜～土曜日9：00～17：00子どもの

虐待相談

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）
セーフティネットコールセンター（☎514-8546）問　 　

毎週月曜～金曜日8：30～17：15ひとり親
家庭相談

さかえまち児童館
5㈪9:45～11:00
生活・保健センター
16㈮9:45～11:00

健康課（☎581－4111）問

妊婦・
乳幼児
相談

子育て
相談

子ども家庭
総合相談

　

市役所１階福祉オンブズパーソン室

福祉政策課福祉オンブズパーソン
担当（☎514-8469）　

8㈭・13㈫・22㈭・26㈪9:15～11:30
いずれも事前予約制

福祉
オンブズ
パーソン
苦情相談 問

生活・保健センター

　 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、消費生活

相談
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

　産業振興課（☎514-8442）　

創業
相談

問

12月の市民相談

休館日

５４
月

１０

今月は相談日を設けませんので、
　　　または　　　で〒191-8686
日野市市長公室市民相談担当（　 
soudan@city.hino.lg.jp）へ
　 市民相談担当（☎514－8094）問

はがき メール

平成29年

日時 1/9(祝)11:00～12:30(予定)
会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）
対象 平成8年4/2～平成9年4/1生まれの新成人※12月上旬
に対象者へ案内状を送付。対象者以外は入場不可（対象
者は案内状が届かなくても出席可。問い合わせを）
その他 式典に手話通訳、会場に車椅子スペースあり。公
共交通機関で来場を
問 生涯学習課（☎514-8765）

市
民
相
談
・
空
室
状
況

21 市役所　　　 585 ー 1111
soudan@city.hino.lg.jp
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