
 

 

日時 ４㈮・１８㈮１０：００～１８：００
対象 小学３年生以下は保護者同伴
持ち物 初めて借りる方は、本人
確認ができる書類
 

日時・対象・定員　９㈬…０・１歳
児と保護者・１組、１０㈭・１８㈮
…２歳児と保護者・各日２組い
ずれも９：３０～１１：３０
費用 ３１０円（給食代）
申 ３㈭９：００から電話
 

日時 １０㈭９：４５～１０：３０
対象 未就学児と保護者
 

日時 １０㈭１０：００～１１：００
対象 未就学児と保護者
持ち物 飲み物
 

日時 １１㈮９：４５～１０：４５
対象 未就学児と保護者
 

日時 １８㈮９：４５～１１：００
対象 未就学児と保護者
 

日時 １９㈯８：３０から
会場 大久保公園
対象 未就学児と保護者
 

 

日時 ４㈮１１：００～１１：４５※雨天中

9月の保育9月の保育園園

さくら文庫
会場・問　ひらやま保育園（緯
５８１－９２２５）

親子で保育園体験
会場・問　あさひがおか保育園
（緯５８１－７６７６）

誕生会
会場・問　みなみだいら保育園
（緯５９１－２４６８）

誕生会
会場・問　たかはた台保育園（緯
５９１－２２３１）

お話し会
会場・問　みさわ保育園（緯５９１－
６１３１）

誕生会
会場・問　もぐさ台保育園（緯
５９１－０８８０）

運動会
問　おおくぼ保育園（緯５８４－
３６９０）

9月の児童9月の児童館館

げんきっず
問　たまだいら児童館ふれっ
しゅ（緯５８９－１２５３）

止
会場 黒川清流公園
対象 １～３歳児と保護者
 

日時 ９㈬１０：３０～１１：３０
内容 水遊び
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ９㈬１０：３０～１１：３０
会場 七ツ塚ファーマーズセン
ター
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ９㈬１０：３０から
内容 水遊び※雨天の場合は室内
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １２㈯１９：３０～１３㈰９：００
対象 小学生
定員 ３０人※申込多数の場合は
抽選
申 ３㈭９：３０から電話
 

日時 ２５㈮１０：００～１１：３０
定員 申込制で先着１２組
申 ３㈭９：３０から電話
 

日時 ２５㈮１０：３０～１１：３０
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２５㈮１０：３０～１１：１５
対象 乳幼児と保護者
 

日時 ２８㈪１０：００～１２：００
内容 身体測定な

ど

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）

移動児童館～みんなであ
そぼうin七ツ塚
問　さかえまち児童館（緯５８５
－８２８１）

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

児童館にとまろう
会場・問　ひらやま児童館（緯
５９２－６８１１）

子育ておしゃべり会
会場・問　あさひがおか児童館
（緯５８３－４３４６）

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

身長体重測定
会場・問　みなみだいら児童館
ぷらねっと（緯５９９－０１６６）

あそぼうルームスペシャル
会場・問　しんめい児童館（緯
５８３－６５８８）

対象 乳幼児と保護者
 

日時 １０/１㈭１０：１０～１１：３０
会場 百草台コミュニティーセ
ンター
対象 乳幼児と保護者
申 ３㈭９：３０から電話または直
接来館
 

 

日時 ９㈬９：３０～１１：１５
対象 乳幼児と保護者
 

日時 １６㈬９：３０～１２：００
対象 乳幼児と保護者
 

 

日時 ９/１２㈯１０：００～１１：３０
内容 童謡・唱歌などを、楽器の
生演奏にあわせ歌う
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 申込制で先着４０人
申 ３㈭９：００から電話
 

日時 ９/１７㈭１３：００～１５：００
会場 多摩平の森ふれあい館
内容 「 瓦  礫 のインコ」野里征彦

が れき

作な
ど

講師 「日野にじの会」の皆さま
対象 おおむね６０歳以上の方
定員 申込制で先着４０人
申 ３㈭９：００から電話
 

日時・内容 ９/１９㈯… 好みの香
りのルームスプレー作り、１０/１０

幼児の日＆こあらひろば
合同運動会
問　もぐさだい児童館（緯５９１
－７００１）

9月の幼稚9月の幼稚園園

なかよしキッズ体を動か
して遊ぼうPART１
会場・問　第三幼稚園（緯５８１－
７１２７）

ちゅうりっぷの日～お面
を作ろう！
会場・問　第七幼稚園（緯５８６－
３７７０）

※詳細は公民館

程久保うたごえパーク
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

名作鑑賞会「朗読サロン」
in多摩平
問　中央公民館高幡台分室（緯
５９２－０８６４）

ココロとカラダに届く癒
やしのアロマ講座
会場・問　中央公民館 （緯５８１－
７５８０）

㈯ …アロマのお掃除スプレー
作り、１１/７㈯ハンドトリート
メント、いずれも１４：００～１６：００
講師 金子智子氏（NARDJAPAN
アロマテラピーアドバイザー）
対象 市内在住・在勤の成人
定員 申込制で先着２０人
費用 １,６００円（教材費）
申 ９/３㈭９：００から電話
 

日時 ９/２４㈭、１０/１㈭・８㈭１４：
００～１６：００
会場 中央公民館
内容 古布を細く裂き糸状にし
たものを織り込んだ布からコー
スターを作る
講師 中村由紀子氏（織物作家）
対象 市内在住・在勤者
定員 １０人
費用 ５００円（教材費）
その他 １歳６カ月以上の未就学
児の保育あり
申 ９/３㈭９：００から電話
 

　インターネット活用法および
裏に潜む危険性を学びます。
日時 ９/２５㈮、１０/２㈮・９㈮１４：
００～１６：００
内容 文字入力・基本操作方法、
目的別検索実習とインターネッ
トの落とし穴※実習あ

り

講師 シニアネットクラブ
対象 パソコン超初心者の方※初
めての方優先
定員 １８人※申込多数の場合は
抽選
申 ９/１２㈯（必着）までに〒１９１
－００４２程久保５５０中央公民館高
幡台分室インターネット入門係
まで　往復はがき　で。往信用裏面に
住所、氏名、年齢、電話番号を
返信用表面に住所、氏名を記入
 

日時 １０/３㈯１４：００から
会場 新町交流センター
出演 ら・ぶりーさ（野田美香氏、
小谷恵子氏、帯名久仁子氏、香登
みのる氏）、曲名「Rock段」など
定員 申込制で先着７０人
申 ３㈭９：００から電話

古布の活用『さき織りづ
くり体験』
問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）

超初心者向けインターネ
ット入門講座「パソコン
使って楽々ライフ」
会場・問　中央公民館高幡台分
室（緯５９２－０８６４）

バラエティサロン～琴とギ
ターが織りなす古今東西、
音楽の旅
問　中央公民館 （緯５８１－７５８０）
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※２名様ご宿泊大歓迎キャンペーン…９/１〜３/３１（休前日、年末年始期間を除く）は、お
二人だけでの宿泊でも追加料金がありません

空室状況（９月）※８/２１現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

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

市市長長
相相談談

９月の市民相談
あさひがおか児童館
７㈪９：４５〜１１：００
生活・保健センター
２５㈮９：４５〜１１：３０
いずれも緯581－4111（健康課）

乳幼乳幼児児
相相談談

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
１０㈭・１５㈫・２４㈭・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５階５０２会議室
９㈬１０：００〜１２：００
市役所５階５０７会議室
９㈬１３：００〜１６：００
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

市役所　代表緯 585－1111
死soudan@city.hino.lg.jp●21
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１５１４１３１２１１１０９８７６５４３２１
火月日土金木水火月日土金木水火
○○○○○休館日○○×○休館日害
３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６
水火月日土金木祝祝祝日土金木水
○○○○○○○○△×××○××

弁護士・司法書士・税理士合同～相続・不動
産無料相談会
日時 １０/１７㈯１０：００～１６：００※１組１時間　会場
生活・保健センター　申　９/７㈪～１０/６㈫（必
着）に氏名・住所・電話番号、相談概要を〒
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（思
０４２－５４８－３８０８）へ郵送またはFAX　問　高幡
法律事務所（日高緯５９４－９７７７）、市市長公室
市民相談担当　代表緯

※いずれも祝日を除く

３㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を登記相登記相談談

３０㈬…１０：００〜１６：００
※相談日前日から予約を税務相税務相談談

１６㈬…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を不動産相不動産相談談

４㈮・１７㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を

相続・遺言等暮相続・遺言等暮らら
しの書類作成相しの書類作成相談談

１８㈮…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を労働相労働相談談

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☎

７㈪・２８㈪…１３：３０〜１６：００
１㈫・８㈫・１５㈫・２９㈫…９：３０〜１６：００
※月曜日から次週分の予約受け付け
９/２８㈪・２９㈫は９/１４㈪、１０/５㈪・
６㈫は９/２８㈪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））

１９㈯…９：３０〜１６：００
※７㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

４㈮…１３：３０〜１６：００
※先着順で当日受け付け行政相行政相談談

１０㈭…９：３０〜１６：００
２４㈭…１３：３０〜１６：００
※相談日前日から予約を。２４㈭は１８㈮
から予約を

人権身の上相人権身の上相談談
（子どもの相談含む（子どもの相談含む））

１１㈮…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 ※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）


