
児童館・保育園・
幼稚園のイベント

6月の幼稚園

なかよしキッズ～遊べるお
もちゃを作ろう！ PART2
会場・問 第三幼稚園（☎581―
7127）

日時 14㈫9：30～11：15
対象 乳幼児と保護者

ひよこの日～新聞紙で遊ぼう！
会場・問 第四幼稚園（☎583―
3903）

日時 3㈮9：15～11：00
対象 乳幼児と保護者

6月の保育園

図書館職員によるお話し会
会場・問 み さ わ 保 育 園（ ☎
591-6131）

日時 3㈮9：45～10：45
対象 未就学児と保護者

保育園であそぼう
会場・問 たかはた台保育園（☎
591-2231）

日時 6㈪・13㈪10：00～11：00
対象 未就学児と保護者
持ち物 飲み物、タオル

園庭で遊ぼう
会場・問 みなみだいら保育園

（☎591-2468）
日時 8㈬9：45～10：30
対象 未就学児と保護者
持ち物 飲み物、タオル、帽子

誕生会と園庭遊び
会場・問 とよだ保育園（☎　
581-3451）

日時 21㈫9：45～11：00
対象 未就学児と保護者

6月の児童館

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 24㈮10：30～11：30
対象 乳幼児と保護者

身長体重の日
会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと(☎599-0166)

日時 28㈫10：30～11：15
内容 身長と体重の測定
対象 乳幼児と保護者

リズムであそぼうリトミッ
ク＆ママエクササイズ
会場・問 さかえまち児童館
(☎585―8281)

日時 9㈭10：30～11：45
内容 親子一緒に音楽や歌に合
わせて体を動かす
対象 乳幼児と保護者

移動児童館～ドリーム
号がやってきた
問 ひらやま児童館（☎592―
6811）

日時 ①9㈭15：30～17：00②15㈬
14：00～16：30
会場 ①ほほえみ公園（南平）
②上田地区センター
対象 18歳までの方※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 9㈭・22㈬10：30～11：30
内容 体操、手遊びなど
対象 乳幼児と保護者

乳幼児自由参加ひろば
～ぴよっこの日
会場・問 しんめい児童館(☎58
3-6588)

日時 10㈮10：30～11：30
内容 手遊び、ふれあい遊び、
製作など
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

問 ひの児童館(☎581-7675)
日時・会場 15㈬…ひの児童館、
28㈫…東町交流センター。いず
れも10：30～11：30
内容 ふれあい遊び、季節の製
作など
対象 乳幼児と保護者

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 24㈮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

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 25㈯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
ピアノあり

こあら広場～パラバ
ルーンであそぼう
会場・問 あさひがおか児童館
(☎583-4346）

日時 21㈫10：30～11：30
対象 1歳以上の幼児と保護者※
幼児の日未登録の方

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 6/11㈯10：00～11：30
内容 童謡、唱歌などを電子ピ
アノ、箏、クラリネットの生演
奏に合わせて歌う
対象 おおむね60歳以上の方
定員 申込制で先着40人
申 6/3㈮9：00から電話
シルバーエイジを軽や
かに生きる～片づけか
らはじめる生前整理
会場・問 中央公民館(☎581―
7580)

　これからの自分の生き方を考
える一歩として生前整理を学び
ましょう。
日時 ① 6/23㈭②7/7㈭14：00～
16：00
内容 ①これで安心！誰にでも
できるやさしい生前整理②生前
整理でより良く生きるために5
つのこと講師 讃岐峰子氏（生
前整理アドバイザー・認定指導
員）
対象 おおむね60歳以上の市内
在住者
定員 申込制で先着30人
申 6/3㈮9:00から電話

公民館映画会「荷車の歌」
会場・問 中 央 公 民 館(☎581―
7580)

日時 6/25㈯10：00～12：00と13：
30～15：30
内容 明治半ば広島の山奥の村
で荷車引きの茂市と夫婦になっ
たセキ。小作の貧しい生活、姑
との確執に耐え、念願の車問屋
になったが、鉄道が通じ貨物自

動車の時代に。日本の農村の女
の苦闘の半生を米騒動、太平洋
戦争、農地解放を背景に描く山
本薩夫監督作品。
定員 申込制で各回先着70人
その他 1歳6カ月～未就学児の
保育あり（要予約）
申 6/3㈮9：00から電話
第20回「ひのアート
フェスティバル」～
8/20㈯・21㈰に仲田
の森蚕糸公園で開催！
問 中央公民館（☎581―7580)

▶参加者募集…対象 絵画、彫
刻などのアート作品の出展者、
飲食出店者、フリーマーケット
出店者、手作り作品販売者
▶ボランティア募集…内容 ス
テージ、模擬店、手作り広場、
リユース食器貸出の補助など
成人講座・はじめての陶芸
～自作の器で過ごす優雅な
時間を思い描きながら「そ
ばちょこと皿の製作」
会場・問 中央公民館高幡台分
室(☎592―0864)

日時・内容 詳細は下表の通り
講師 田原形子氏（陶彫家）
対象 20歳以上の市内在住・在
勤・在学者
定員 申込制で先着20人
費用 3,000円（材料代）
申 6/3㈮9：00から電話
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●そばちょこと皿の製作　日程表

日時 内容

6/25
㈯

10:00
～

15:30
そばちょこ

（紐作り）

7/9
㈯ 13:30

～
15:30

皿
（たたら作り）

23
㈯ 素焼窯入れ

30
㈯

9:00
～

10:00
素焼窯出、
絵付け

31
㈰

10:00
～

15:30
絵付け

8/27
㈯ 13:30

～
15:30

釉掛け

9/10
㈯ 本焼窯入

17
㈯

10:00
～

12:00
本焼窯出、
作品評価

生活・保健センター
消費生消費生活活
相相談談

あさひがおか児童館

生活・保健センター
妊婦妊婦・・
乳幼乳幼児児
相相談談

※※
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

※相談日前日から予約を登記相談登記相談

15㈬…13：30～16：00
※相談日前日から予約を不動産相談不動産相談

3㈮・16㈭ …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

17㈮…13：30～16：00
※相談日前日から予約を労働相談労働相談

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　代表☎

※月曜日から次週分の予約受け付け
7/4㈪・5㈫は6/27㈪から予約を

法律相法律相談談
（多重債務含む（多重債務含む））

18㈯… 9：30～16：00
※6㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

 3㈮ …13：30～16：00
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

9㈭… 9：30～16：00
23㈭…13：30～16：00
※相談日前日から予約を

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））

10㈮…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

6月の市民相談

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
　 男女平等課(☎587‒8177）
※予約制（電話・面接）
※保育あり

　　6/1㈬10:00～12:00　　市役所1階市民相談
窓口　 5/31㈫に電話　 市長公室市民相談担当

（1週間前までに予約）

女性相女性相談談

人権擁護委員の日～特別相談

問
　代表☎

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

9㈭･14㈫･23㈭･28㈫
9:15～11:30

問　産業振興課　代表☎

創創業業
相相談談

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　代表☎

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

子ども家庭支援センター子ども子どものの
虐待相虐待相談談

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）
問　セーフティネットコールセンター　代表☎

ひとりひとり親親
家庭相家庭相談談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日10:00～17:00

毎週月曜～金曜日8:30～17:15

　 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､

24日㈮9:45～11:00
いずれも　　健康課（☎581-4111）

6日㈪9:45～11:00

☎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～土曜日9:00～17:00

毎週月曜～土曜日9:00～17:00

☎589‒1262

☎586‒1171

☎586‒1184

☎585‒8282

☎592‒6888

　 ☎599‒6670

　 ☎599‒5454(虐待相談電話）

地域子ども家庭支援センター万願寺

あさひがおか児童館

さかえまち児童館

ひらやま児童館

子育子育てて
相相談談

子ども家庭支援センター子ども家子ども家庭庭
総合相総合相談談

代表☎問

市市長長
相相談談

22㈬…10：00～16：00
※相談日前日から予約を税務相談税務相談

2㈬ …13：30～16：006㈪・27㈪…13：30～16：00
7㈫・14㈫・21㈫・28㈫…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

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

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

申

　　 6/25㈯10:00～16:00　　 多摩パブリック法律
事務所（立川市）　　金銭貸借、不動産、相続、
離婚、成年後見など　  6/6㈪から電話※土曜・日曜
日を除く　  同法律事務所（☎042-548-2450※月曜
～金曜日9:30～19:00）、市市長公室市民相談担当

　

代表☎

日時

多摩パブリック法律事務所
「不安を安心に」～無料法律相談会

日時 会場

会場
内容

申
問

メールはがき

問

問

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
慣病予防のための
食生活相談 問

問

問

7/1㈮は6/30㈭から予約を

空室状況（6月） ※5/20現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
水火月日土金木水火月日土金木水

３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７16
木水火月日土金木水火月日土金

移動教室 移動教室

木

ー ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○×

休館日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
☆夏休み期間の電話予約受付中！キャンセル待ちもできます
☆修繕のため9/20㈫～12/15㈭は休館

休館日


