
公民館の催し
夏休みが終わっちゃうよ！〜
ペットボトルソーラーカーを
つくろう！ 1009283ID
問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

日時�8月23日㈭14:00～16:00�会場�
カワセミハウス�内容�ペットボ
トルを車体に、ソーラー電池で
モーターを回すソーラーカーを
作り、走る仕組みを考える※カ
ッターナイフ使用�講師�連合東
京金属部門連絡会有志の皆さま�
対象�小学3～6年生�定員�申込制
で先着30人�費用�500円�申込�8月
3日㈮9:00から電
話、来館または
右記QRコード
から電子申請

勇気づけと信頼で子育てをもっと楽
しく〜アドラー心理学で幸せな子育
て・自分育て 1009286ID
会場・問 中央公民館（☎581-
７580）

　グループワークや家庭での実
践を通して、子育てに役立つア
ドラー心理学を学びます。
日時�①8月30日㈭②9月13日㈭
③2７日㈭④10月11日㈭いずれも
10:00～12:00�内容�①勇気づけの
子育てとは②イライラを減らす
コツ③子供を勇気づける心構え
④子供も自分も勇気づける�
講師�成瀬夕子氏（勇気のなる木
代表）�対象�全回出席できる子育
て中の市内在住者�定員�申込制
で先着24人�その他�1歳6カ月～
未就学児10人の保育あり�申込�8
月3日㈮9:00から電話または来
館

ひの市民大学 
申込�8月3日㈮9:00から電話ま
たは来館
問 中央公民館（☎581-７580）

▼あなたの知らない多摩動物
公園〜夜の動物園（ 成人向け）
� 1008033ID
日程 �8月25日㈯ 集合 16:45多摩
動物公園正門前、20:00同園解

散※雨天中止�内容�アナグマ、
タヌキなど夜行性の動物観察�
講師�同園動物解説員�定員�申込
制で先着20人
▼印象派絵画の魅力
� 1009251ID
日時�①9月5日㈬②12日㈬③19
日㈬④26日㈬いずれも14:00～
16:00�会場�市民の森ふれあいホ
ール�内容�①マネ～印象派の先
駆②モネが発見した日本③ルノ
ワール～生命の輝き・青春の息
吹④ピサロ～大地の魂を聴く�
講師�斎藤陽一氏（元NHK制作
プロデューサー）�定員�申込制で
先着７0人
▼海洋汚染・マイクロプラス
チックについて
� 1009254ID
　捨てられたプラスチックは河
川・海洋に流れ着き、紫外線、波
の力で小さなマイクロプラスチ
ックになり、魚介類など生態系
を通して私たちの体内に取り込
まれる危険性をはらんでいます。
解決策はあるのでしょうか？
日時�9月8日㈯14:00～16:00�会場�
多摩平の森ふれあい館�講師�高
田秀重氏（東京農工大学環境資
源科学科教授）�対象�小学4年生
以上※小学生は保護者同伴�定員��
申込制で先着60人

第1回村山慈明杯争奪将
棋大会 1009191ID
会場・問 中央公民館（☎581-
７580）

日時�9月9日㈰13:00～1７:00�講師�
村山慈明七段（日本将棋連盟所
属棋士）�対象�市内在住・在勤・
在学者※子供部門…小・中学生、
大人部門…高校生以上�定員�子
供・大人各12人※申込多数の場
合は抽選�申込�8月11日㈷までに
〒191-0011日野本町７-5-23中央
公民館へ�往復はがき �を郵送または
持参。往信用裏面に第1回村山
慈明杯争奪将棋大会参加希望、
子供部門、大人部門のいずれか、
住所、氏名、年齢、棋力、在勤・
在学者は会社名か学校名を、返
信用表面に住所、氏名を記入

メンタルハーブ講座〜美
味しく楽しく健やかに
 1009278ID
問 中央公民館高幡台分室（☎
592-0864）

　ハーブのある日常生活を学び
ます。毎回ハーブの種類や効能
の解説とハーブティー＆お菓子
付き。
日時�①9月6日㈭②13日㈭③20

日㈭④2７日㈭いずれも13:30～
16:00�会場�中央公民館�内容�①ハ
ーブでナチュラル石鹸作り②か
わいいポプリ＆ポマンダー作り
③ハンドトリートメント＆マッ
サージオイル作り④本格カレー
＆スープ作り�講師�森川京子氏
（日本ハーブ振興協会公認イン
ストラクター）�定員�申込制で先
着20人※全回参加できる方優先�
費用�1,600円（4回）※初回徴収�
申込�8月3日㈮9:00
から電話、来館ま
たは右記QRコー
ドから電子申請

成人講座・楽しい陶芸初心者コー
ス〜趣味をもって仲間づくり生
きがいづくり 1009146ID
会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

　湯呑と小皿を作ります。陶芸
の解説から作品作り、焼成まで
全工程が体験できる講座です。

日時・内容�下表の通り�講師�田
原形子氏（陶芸家）�定員�申込制
で先着20人�費用�3,000円�申込�8
月3日㈮9:00から電話または来
館

日  時 内  容

9月8日㈯
① 陶芸説明・実技（1）

碗ひもづくり成型
② 実技（1）碗成型

9月22日㈯
① 実技（2）ボディー削り
② 実技（2）高台削り

10月13日㈯ ① タタラ皿模様付け
10月30日㈫ ③ 窯入れ（素焼き）

11月10日㈯
① 絵付け
② 釉薬

11月13日㈫ ④ 窯入れ（本焼き）
11月17日㈯ ② 窯だし作品評価・説明
①10:00～12:00　②13:30～15:30　
③9:00～10:00（18:00）　④9:00～10:00（21:00）

保育園・児童館の
イベント
8月の保育園

さくら文庫〜絵本の閲覧・
貸し出し 1007898ID

会場・問 ひらやま保育園（☎5�
81-9225）

日時�3日㈮・1７日㈮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

8月の児童館

サマーフェスタ 
1003983ID

会場・問 �しんめい児童館（☎
583-6588）

日時�22日㈬①10:30～11:30②13:�
30～15:00�内容�おばけやしき、
ゲームなど�対象�①乳幼児と保
護者②小学生～18歳の方

ミステリーツアー 2018
 1009169ID

問�もぐさだい児童館（☎591-
７001）

日時�22日㈬19:00～20:00�会場�同
館周辺、百草台コミュニティセ
ンター体育館�対象�18歳までの
方※幼児は保護者同伴�申込�8月
3日㈮9:30から電話または来館

きもだめし 1008628ID

会場・問 �ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時�24日㈮19:30～20:30�その他
詳細は問い合わせを 申込�電話

おばけやしき 1009193ID

会場・問 �あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時�23日㈭14:00～16:00、24日㈮
10:00～12:00、14:00～16:00�対象�
18歳までの方※乳幼児は保護者
同伴

音楽室 Free（無料開
放） 1006001ID

会場・問 �たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時�25日㈯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、
電子ピアノ完備

きもだめし〜児童館の
周りを夜に歩いてみま
せんか？ 1009237ID
会場・問 �みさわ児童館（☎591-
3456）

日時�25日㈯19:00～20:00�対象�18
歳までの方※乳幼児は保護者同
伴

夕涼みまつり 
1006364ID

会場・問 �みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時�26日㈰16:00～1７:45�内容�お
ばけやしきとミニ縁日�対象�幼
児は保護者同伴

※市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日の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）

※※※※
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

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

お申し込みは、大成荘

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）　

※いずれも祝日を除く

問

17日㈮13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を労働相談

地域子ども家庭支援センター多摩平
月曜日を除く毎日9：30～17：00
☎589‒1262

火曜日を除く毎日9：30～16：30
☎586‒1171

地域子ども家庭支援センター万願寺

毎週月曜～金曜日10：00～16：00
☎586‒1184

あさひがおか児童館

毎週月曜～土曜日10：00～16：00
☎585‒8282

さかえまち児童館

毎週月曜～土曜日10：00～16：00
☎592‒6888

ひらやま児童館

子育て
相談

8月の市民相談

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子ども家庭

総合相談 問

生活・保健センター

　 消費生活センター（☎581‒3556）

毎週月曜～金曜日9：30～12：00、
13：00～16：00

消費生活
相談

問

市役所２階セーフティネットコールセンター

セーフティネットコールセンター
（☎514‒8546）
　 　

（原則予約制）
毎週月曜～金曜日8：30～17：15ひとり親

家庭相談 問

　 　

民間
賃貸住宅
入居相談

市役所1階福祉オンブズパーソン室
1日㈬・8日㈬・22日㈬・30日㈭
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 福祉政策課福祉オンブズパーソン

担当（☎514‒8469）　
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
※29日㈬を除く
※予約制（電話・面接）
※手話・保育あり
　（10日前までに予約）

女性相談

男女平等課（☎587-8177）問

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日
8：30～17：00（電話予約）

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談 健康課（☎581-4111）問

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日9：00～18：00
☎589‒8877（総合受付）
毎週月曜～金曜日9：00～18：00
☎514‒8028（子どものこころ
電話相談）

教育
相談

創業
相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）
毎週水曜日10:00～16:00
※電話予約制。相談時間1時間

産業振興課（☎514-8442）問

子どもの
虐待相談

子ども家庭支援センター

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

税務相談 22日㈬9：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

18日㈯9：30～16：00
※相談時間30分。6日㈪から予約を土曜法律相土曜法律相談談

交通事故相交通事故相談談 10日㈮13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相行政相談談

人権身の上相談
（子供の相談含む）

9日㈭9：30～16：00
23日㈭13：30～16：00
※相談時間40分。相談日前日から予約を

談
含む

法律相法律相談
（多重債務（多重債務含む））

6日㈪･27日㈪13：30～16：00
7日㈫･14日㈫･21日㈫･28日㈫9：30～16：00
※相談時間30分。月曜日から次週分の予
約受け付け
9月3日㈪・4日㈫は8月27日㈪から予約を

妊婦・乳幼児
相談

生活・保健センター
24日㈮9：30～10：45
    健康課（☎581-4111）問

市長
相談

不動産相談 15日㈬13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

23日㈭9：30～11：30
※日程変更・中止の場合あ
り。相談時間30分
　　多摩平交流センター
　　1日㈬～7日㈫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
   市民相談担当（☎514-8094）

毎週木曜日13:00～17:00
市役所会議室
※電話予約制(各日先着3組)
　　日野市社会福祉協議会
(☎050-3537-5765)
　都市計画課(☎514-8371)

問

会場
申込

3日㈮13：30～16：00
※相談時間30分。先着順で当日受け付け

登記相談 2日㈭13：30～16：00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

3日㈮･16日㈭13：30～16：00
※相談時間30分。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

申込

問

876321 54

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11 12 13 14 15 169
※7月20日現在空室状況（8月） ●…空室あり　×…満室

▲…団体棟のみ空室あり

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 祝 日 月 火 水 木

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

「二人で清里へ行こう！2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン」9月2日～3月31日ご宿泊分※休前日と年末年始期間を除く

× × ××××× △○△△×△○×ー

××× ○ ○○○△○××○△△×
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