
 

 

日時 ①６㈫②２８㈬１０：３０～１１：３０
会場 ①ひの児童館②市民の森
ふれあいホール
内容 ふれあい遊び、季節の製作な

ど

対象 乳幼児と保護者
 

日時 ７㈬１０：３０～１１：３０
内容 体操・手遊びなど
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ８㈭１０：３０～１１：３０
会場 南百草地区センター
内容 体操、手遊びなど
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ９ ㈮１１：００～１１：４５※ 雨 天
中止
会場 多摩平第一公園
対象 １～３歳児と保護者
 

日時 ①１５㈭１５：００～１７：００②２８㈬
１４：３０～１６：３０
会場 ①かしまだい公園②上田
地区センター
内容 小学生向け遊びの広場
対象 １８歳までの方※乳幼児は
保護者同伴
 

日時 ２１㈬１５：００～１７：００
対象 １８歳までの方※乳幼児は
保護者同伴
申 １０/２㈮９：３０から電話また
は直接児童館へ

10月の児童10月の児童館館

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

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（緯
５８３－３３０９）

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（緯５９１
－７００１）

乳幼児自由参加ひろば～
げんきっず（公園探検）
問　たまだいら児童館ふれっ
しゅ（緯５８９－１２５３）

移動児童館～ドリーム号
がやってきた
問　ひらやま児童館（緯５９２－
６８１１）

木の実でつくろう
会場・問　あさひがおか児童館
（緯５８３－４３４６）

 

日時 ３０㈮１０：００～１１：００
対象 乳幼児と保護者
その他 １０/１㈭から、お下がり品
を回収します。詳細は問い合わ
せを
 

 

日時 ５㈪９：３０～１１：１５
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ６㈫９：３０～１２：００
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ８㈭９：１５～１１：００
対象 乳幼児と保護者
 

 

日時 １０㈯９：００～１１：４０※雨天の
場合は１７㈯
対象 未就学児と保護者
その他 宝拾いなどに参加可
 

日時 １０㈯１１：００～１１：１０予定※雨
天中止
対象 未就学児と保護者
 

日時 １０㈯８：４５～１１：３０※雨天の
場合は１７㈯
対象 未就学児、小学１年生
 

日時 １０㈯８：４５～１１：４５※雨天の
場合は１７㈯

お下がり服の交換会「お
さがりバザール」
会場・問　さかえまち児童館（緯
５８５－８２８１）

10月の幼稚10月の幼稚園園

なかよしキッズ～体を動
かして遊ぼうPART２
会場・問　第三幼稚園（緯５８１－
７１２７）

ちゅうりっぷの日～体を
動かして遊ぼう！
会場・問　第七幼稚園（緯５８６－
３７７０）

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（緯５９１－
４１２５）

10月の保育10月の保育園園

運動会に遊びに来ませんか？
会場・問　あらい保育園（緯５９１－
６１３２）

運動会～親子で宝探し競技
会場・問　たかはた台保育園（緯
５９１－２２３１）

運動会～宝ひろい
会場・問　ひらやま保育園（緯
５８１－９２２５）

運動会で宝ひろいをしよう！
会場・問　もぐさ台保育園（緯
５９１－０８８０）
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空室状況（１０月）※９/１８現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

１０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
緯587－8177男女平等課
※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

市役所１階福祉オンブズパーソン室
８㈭・１５㈭・２２㈭・２９㈭９：１５～１１：３０
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　代表緯

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

福祉支援センター
第１・第３金曜日１３：００～１６：００
緯591－1561（日野市社会福祉協議会）

福祉の仕福祉の仕事事
なんでなんでもも
相相談談

市役所１階１０２会議室
１４㈬１０：００～１６：００
市役所４階会議室
２８㈬１０：００～１６：００
いずれも電話予約制
問　産業振興課　代表緯

創創業業
相相談談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日９：００～１７：００
緯599－5454（虐待相談電話）

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
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　代表緯

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
緯589－8877（総合受付）
緯514－8028（子どものこころ電話相談）

教教育育
相相談談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日８：３０～１７：１５
（電話予約）
緯581－4111（健康課）

健康相談健康相談・・
食生活相食生活相談談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日９：３０～１２：００、
１３：００～１６：００
緯581－3556（消費生活相談室）

消費生消費生活活
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
緯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
緯586－1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～金曜日１０：００～１６：００
緯586－1184
さかえまち児童館
毎週月曜～金曜日１０：００～１６：００
緯585－8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日１０：００～１５：００
緯592－6888

子育子育てて
相相談談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日９：００～１７：００
緯599－6670

子ども家子ども家庭庭
総合相総合相談談

日時　２８㈬９：３０～１１：３０
※日程変更・中止の場合あり。相談
時間３０分
会場　南平駅西交流センター
申　１㈭～７㈬に電話で予約を※土
曜・日曜日を除く。事前に相談内容
を詳しくお伺いします
問　市民相談担当　代表緯

市市長長
相相談談

児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント
児童館・幼稚園・
保育園のイベント

※いずれも祝日を除く
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さかえまち児童館
５㈪９：４５～１１：００
みさわ児童館
６㈫９：４５～１１：００
ひらやま児童館
９㈮９：４５～１１：００
生活・保健センター
２３㈮９：４５～１１：３０
いずれも緯581－4111（健康課）

乳幼乳幼児児
相相談談

申込方法相談員相談内容相談名

１０/１㈭８：３０
から電話予約
（土曜・日曜
日、祝日を除
く）

弁護士

相続、離婚、債務、
賠償、保証、訴訟手
続など法律問題

法律

示談、損害賠償など
交通事故に関する問
題

交通事故

人権擁護
委員

夫婦、親子間など家
庭内の悩み、隣人間
の問題など

人権
身の上

司法書士土地・建物売買、贈
与に関する登記手続
き全般、境界確定

登記 土地家屋
調査士

税理士
相続税、贈与税、住
宅取得控除など税金
全般

税務

申込方法相談員相談内容相談名

１０/１㈭８：３０
から電話予約
（土曜・日曜
日、祝日を除
く）

宅地建物取
引士

不動産の売買や賃貸借
の問題など不動産

行政書士
相続・遺言、許認可手
続きなどの書類作成に
関すること

相続・遺
言等書類
作成

社会保険労
務士

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

労働

市職員市政についての意見や
要望市政

１０/１３㈫１３：３０
～１４：３０に市
役所５階５０５
会議室前で受
け付け

ハローワー
ク職員

求人、求職、雇用保険
など職業

行政相談委
員

国や都の仕事への要望
や意見行政

　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 １０/１３㈫１３：３０～１５：３０

会場 市役所１階市民相談室、１０１・１０２会議室、
　　 ５階５０２・５０５会議室
内容・申 下表の通り※２種類まで申し込み可
問 市長公室市民相談担当　代表☎

１０/１９㈪～２５㈰は行政相談週間
くらしと行政「総合市民相談」を開くらしと行政「総合市民相談」を開催催

１６１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
金木水火祝日土金木水火月日土金木
○休館日○××○×○○○○△○害

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

対象 未就学児と保護者
 

日時 １６㈮・１９㈪９：３０～１１：３０
対象 １・２歳児と保護者
定員 各日各年齢２組
費用 給食希望の場合は３１０円
持ち物 着替え、エプロン、おし
ぼり、コップ、上履き（２歳児）
申 ５㈪から電話
 

日時 １９㈪～２３㈮９：４５～１１：３０
対象 平成２４年４/２～平成２７年
１/３１生まれと保護者
定員 １日５組
費用 １食３１０円（給食代）
持ち物 着替え、エプロン、タオ
ル、コップなど
申 ６㈫９：００から電話
 

日時 ２０㈫、１１/１０㈫、１２/１５㈫
９：４５～１１：３０※雨天中止
対象 未就学児と保護者
 

 

日時 １０/１６～平成２８年３/１８の毎
月第１、第３金曜日１０：００～１２：

親子で体験～乳児体験保育
会場・問　とよだ保育園（緯５８１
－３４５１）

園児と一緒に遊び、給食も
食べよう～親子体験保育
会場・問　おおくぼ保育園（緯
５８４－３６９０）

保育園の園庭であそぼう
会場・問　みさわ保育園（緯５９１－
６１３１）

※詳細は公民館

始めよう！ぱそこんくらぶ
IN高幡台分室（初心者対象）
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

００※１/１を除く。直接会場へ
内容 ワード、エクセル、インタ
ーネットなど各自が学びたいこ
とを自由に学びあう場です。
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 １０人
その他 １回だけの参加も可
 

日時 １０/２２～１２/１７の隔週木曜日
１０：００～１２：００
対象 ６０歳以上のピアノ超初心者
定員 申込制で先着１０人
申 １０/３㈯９：００から電話
 

日時 １０/１７㈯、１１/２１㈯、１２/１９㈯
１９：００～２１：００
会場 明星大学（程久保）
内容 宇宙の概要、星空の観測な

ど

講師 小野寺幸子氏（明星大学准
教授）
対象 ２０歳以上の市内在住・在
勤・在学者
定員 申込制で先着１５人
申 １０/３㈯９：００から電話
 

　登山の入門編として必要な知
識や情報を学びます。
日時・内容・講師　下表の通り
会場 中央福祉センター
対象 市内在住・在勤・在学者
定員 申込制で先着２０人
費用 ５００円（保険代）
申 １０/３㈯９：００から電話

初めての方でも大丈夫！
ピアノで楽しもう～まず
は１曲チャレンジ
会場・問　中央公民館（緯５８１－
７５８０）

星空観測講座～日野の夜空
を見上げよう
問　中央公民館（緯５８１－７５８０）

多摩の山々トレッキング
入門
問　中央公民館（緯５８１－７５８０）

●多摩の山々トレッキング入門
講師内容日時

市公民館職員オリエンテーション
１１/６㈮ 富岡伸次氏（元日野市

山岳連盟会長）登山の基礎知識

富岡伸次氏（元日野市
山岳連盟会長）など登山技術①、実習に向けて１３㈮

日本山岳会東京多摩支
部の皆さま実習①高尾山周辺２１㈯

富岡伸次氏（元日野市
山岳連盟会長）実習の振り返り、登山技術②２７㈮

日本山岳会東京多摩支
部の皆さま実習②浅間嶺～払沢の滝１２/６㈰

澤登均氏（日本山岳会）実習の振り返り、登山の楽しみ１１㈮

※実習は５時間程度。それ以外は１９：００～２０：４０

１０月の定例相１０月の定例相談談
日時相談名

５㈪･２６㈪１３：３０～１６：００
６㈫・２０㈫・２７㈫９：３０～
１６：００
１３㈫９：３０～１２：００
※月曜日から次週分の
予約受付
※１３㈫は１㈭から、２０㈫
は１３㈫から、１１/２㈪、４
㈬は１０/２６㈪から予約を

法律（多重
債務含む）

１７㈯９：３０～１６：００
※５㈪から予約を土曜法律

８㈭９：３０～１２：００
２２㈭１３：３０～１６：００
※相談日前日から予約
を

人権身の上
（子供の相
談含む）

２㈮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

問　市長公室市民相談担当　代表☎


