
児童館・保育園・
幼稚園のイベント

10月の児童館

体育室自由開放～低学
年優先タイム
会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 毎週水曜日16:00～16:30
対象 小学1～3年生
その他 サンダル、長靴不可

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

日時 14㈮10:30～11:30
会場 南百草地区センター
内容 体操、手遊び、簡単制作
対象 乳幼児と保護者

幼児の日・ぴよっこの
日合同運動会！
問 しんめい児童館（☎583-
6588）

日時 20㈭10:30 ～ 11:30
会場 大久保公園
内容 親子体操、かけっこなど
対象 乳幼児と保護者
その他 詳細は児童館 HP 参照　

北風修理屋さん～壊れ
たおもちゃを直します
会場・問 みさわ児童館（☎591-
3456）

日時 22㈯14:00 ～ 17:00
その他 事前受付可。場合により
自己負担あり

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば移動
児童館
問 ひの児童館（☎581-7675）

日時 25㈫10:30～11:30
会場 東町交流センター
内容 ふれあい遊び、季節の製
作など
対象 乳幼児と保護者

ハロウィーン～平山台健康・
市民支援センターがハロ
ウィーンタウンに変身だ！
問 ひらやま児童館（☎592-
6811）

日時 29㈯14:00～15:30※雨天は
室内のみで実施
会場 平山台健康・市民支援セ
ンター
対象 18歳以下※乳幼児は保護
者同伴

定員 100人
費用 150円
その他 仮装参加可。申込方法な
ど詳細は問い合わせを

おさがりバザール～お
さがり服の交換会
会場・問 さかえまち児童館（☎
585-8281）

日時 28㈮10:00～11:00
対象 乳幼児と保護者
その他 1㈯から、おさがり品を
回収。詳細は問い合わせを

ハロウィーンの日～仮
装して記念撮影
会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時 28㈮10:00～17:00
対象 乳幼児は保護者同伴

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら
会場・問 まんがんじ児童館（☎
583-3309）

日時 28㈮10:30～11:30
内容 体操、手遊びなど
対象 乳幼児と保護者
子育ておしゃべり会
会場・問 あさひがおか児童館

（☎583-4346）
日時 28㈮10:00～11:30
対象 子育て中のお母さん
申込 電話

10・11月の保育園

運動会で宝ひろい
会場・問しんさかした保育園
(☎584-8277)

日時 10/8㈯9:00～11:00※ 雨 天
の場合は15㈯
対象 未就学児

運動会～宝ひろい
会場・問もぐさ台保育園（☎
591-0880）

日時 10/8㈯9:00～11:00※ 雨 天
の場合は15㈯
対象 未就学児と保護者

運動会～宝ひろい
問 おおくぼ保育園（☎584-
3690）

日時 10/8㈯10:00から
会場 大久保公園

運動会で宝探し
会場・問みさわ保育園（☎591-
6131）

日時 10/8㈯8:45～12:00※ 雨 天
の場合は15㈯

対象 未就学児と保護者

親子で保育園体験
会場・問あさひがおか保育園

（☎581-7676）
日時・対象・定員 10/12㈬ …0・

1歳児・各1組、13日㈭…2歳児・
2組いずれも9:30～11:30
費用 310円（給食代）
申込 10/3㈪から電話

運動会～親子で宝さがし
会場・問たかはた台保育園（☎
591-2231）

日時 10/15㈯11:00～11:10※雨天
中止
対象 未就学児と保護者

親子で体験保育
会場・問ひらやま保育園（☎
581-9225）

日時 10/18㈫・25㈫・27㈭10:00
～11:30
対象・定員 1・2歳 児 の 親 子・

各日2組
費用 310円（給食代）
申込 10/5㈬10:00から電話

親子で体験保育
会場・問みなみだいら保育園

（☎591-2468）
日時 10/19㈬～21㈮9:30～11:30
対象・定員 1歳6カ月～3歳児と

保護者・各日1クラス2組
費用 給食希望の場合は310円
申込 12㈬・13㈭9:00～17:00に
電話

乳児保育体験～親子で保
育園の生活を体験します
会場・問とよだ保育園（☎581-
3451）

日時 11/8㈫・9㈬9:30～11:30
対象 1・2歳児と保護者
定員 各日各クラス2組
費用 給食希望の場合は310円
申込 10/12㈬9:00から電話

10月の幼稚園

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㈪9:15～11:00
対象 乳幼児と保護者

なかよしキッズ～運動会
に向けて練習だ！
会場・問 第 三 幼 稚 園（ ☎581-
7127）

日時 4㈫9:30～11:15
対象 乳幼児と保護者

ちゅうりっぷの日～運動会の
リハーサルに参加しよう！
会場・問 第 七 幼 稚 園（ ☎586-
3770）

日時 5㈬9:30～11:30
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
会場・問 中央公民館高幡台分
室(☎592-0864)

日時 10/8㈯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 10/4㈫9:00から電話

ひの市民大学～中高年か
ら始めるらくらくピアノ
問 中央公民館（☎581-7580）

日時 10/29㈯、11/5㈯・19㈯
10:00～12:00
会場 市民の森ふれあいホール
内容 ①わずか15分で、両手で
弾ける秘密とは？②指のバラバ
ラ運動、ハノンで脳トレ③ベー
トーベン第九を仕上げましょう
講師 原嶋由利氏（全日本らく
らくピアノ協会専務理事）
定員 申込制で先着20人
費用 400円※キーボード持参の
方130円
申込 10/4㈫9:00から電話

地域デビュー応援講座Ⅱ
～フリーペーパーづくり
でまちをたのしむ
問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

　地域を素材にして自分たちだ
けのオリジナルフリーペーパー
を作ってみませんか。
日時 ①11/5㈯②19㈯③12/3㈯
④17㈯14:00～16:00
会場 ①同分室②～④福祉支援
センター
内容 ①「たまもの」編集から
学ぶ②グループでテーマを選ぶ
③互いの進捗状況を確認する④
フリーペーパーを仕上げる
講師 小崎奈央子氏（けやき出
版編集部）など
対象 50歳以上の方優先
定員 20人
申込 10/4㈫9:00から中央公民館
高幡台分室（ pubhall@city.
hino.lg.jp）へ電話または メール
で。氏名、連絡先を記入

　

　

10月の市民相談

生活・保健センター
消費生消費生活活
相相談談

　 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､

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）

女性相女性相談談
問

妊婦・
乳幼児
相談

さかえまち児童館
3㈪9:45～11:00
ひらやま児童館
7㈮9:45～11:00
みさわ児童館
11㈫9:45~11:00
生活・保健センター
28㈮9:45～11:00

健康課(☎581‒4111）問

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）

教教育育
相相談談

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

毎週月曜～金曜日10:00～17:00
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

子育子育てて
相相談談

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子ども家子ども家庭庭

総合相総合相談談

市市長長
相相談談

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

※いずれも祝日を除く

　　18㈫10:00～16:00　　新宿駅西口
広場イベントコーナー　　年金、保険、国税、
登記、道路、郵便、マンション管理など　総
務省東京行政評価事務所（☎0570-090-
110）、市市長公室市民相談担当

　　28㈮10:00～16:00※1組50分　　イ
オンモール多摩平の森イオンホール　　申
込制で先着25組　　1㈯～27㈭（必着）まで
に〒190-0014立川市緑町7-1アーバス立川
高松駅前ビル2階東京三弁護士会多摩支部

（　 042-548-3808）へ郵送またはFAX。氏
名、住所、電話番号、相談概要を記入　高幡
法律事務所（日高☎594-9777）、市市長公
室市民相談担当

行政相談週間～
一日合同行政相談所開設

弁護士・司法書士・税理士合同～
相続・不動産など無料相談会

　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 10/21㈮13:30～15:30

会場市役所1階市民相談窓口､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 代表☎

問市長公室市民相談担当 代表☎

10/17㈪～23㈰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

10/3㈪8：30
から電話予約
（土曜・日曜日、
祝日を除く）

10/3㈪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
き全般、境界確定

税務
相続税、贈与税、住
宅取得控除など税金
全般

10/21㈮13:30
～14 : 30に市
役所5階505会
議室前で受け
付け

3㈪･24㈪13:30～16:00
4㈫･11㈫･25㈫9:30～
16:00
18㈫9:30~12:00
※11㈫は3㈪から予約を
※18㈫は11㈫から予約を
※24㈪･25㈫は17㈪か
ら予約を
※11/1㈫は10/24㈪か
ら予約を
※11/7㈪・8㈫は10/31
㈪から予約を

土曜法律 15㈯9:30～16:00
※3㈪から予約を

人権身の上
（子供の相
談含む）

13㈭9:30～12:00
27㈭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

7㈮13:30～16:00
※相談日前日から予約を

　　 28日㈮9:30～11:30
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間30分
　　 南平駅西交流センター
　　 3㈪～7㈮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 市民相談担当問

日時

会場
申込

日時

日時

内容
会場

※※
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 ※修繕のため12/15㈭まで

　休館します
http://www.kousha.jp/

山梨県北杜市高根町清里3545-1

子ども家庭支援センター

虐待相談電話（☎599－5454）
子ども子どものの
虐待相虐待相談談 問

毎週月曜～土曜日9:00～17:00

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）
問　セーフティネットコールセンター

ひとりひとり親親
家庭相家庭相談談

毎週月曜～金曜日8:30～17:15

　

市役所１階福祉オンブズパーソン室

問 福祉政策課福祉オンブズパーソ　
ン担当

福福祉祉
オンブオンブズズ
パーソパーソンン
苦情相苦情相談談

6㈭・12㈬・20㈭・25㈫9:15～11:30
いずれも事前予約制

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

問　産業振興課　

創創業業
相相談談

代表☎

代表☎代表☎代表☎

代表☎

代表☎

問

会場
定員

申込

FAX

問

市
民
相
談
・
空
室
状
況

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