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お申し込みは、大成荘

9/1㈮～3/31㈯二人で清里へ行こう！2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン※休前日と年末年始期間を除く

幼稚園・保育園・
児童館のイベント
10月の幼稚園

1004228ID

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（☎591-41
25）

日時 2日㈬9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ひよこの日～体を動か
して遊ぼうPart2

会場・問  第四幼稚園（☎583-39
03）

日時 3日㈭9:15～11:00 対象 乳幼
児と保護者

ちゅうりっぷの日～も
うすぐ運動会！

会場・問  第七幼稚園（☎586-37
70）

日時 8日㈫9:30～11:00 対象 乳幼
児と保護者

10月の保育園

運動会～宝ひろい
1011906ID

会場・問  ひらやま保育園（☎58
1-9225）

日時 12日 ㈯8:45～11:30※ 雨 天
の場合は13日㈰ 対象 未就学児
～小学1年生 定員 30人 持ち物 飲
み物、帽子

運動会～宝探し
1008573ID

会場・問  みさわ保育園（☎591-
6131）

日時 12日 ㈯8:45～12:00※ 雨 天
の場合は八小 対象 未就学児と
保護者 持ち物 飲み物

0・1歳児体験保育
1005617ID

会場・問  あさひがおか保育園
（☎581-7676）

日時 16日㈬9:45～11:00 対象 生
後6カ月以上の未就園児と保護
者 定員 1クラス1組 費用 310円

（給食試食費） 申込 8日㈫9:00か
ら電話

誕生会＆保育園であそ
ぼう� 1011396ID

会場・問  たかはた台保育園（☎
591-2231）

日時 17日㈭9:45～11:00 対象 未
就学児と保護者 持ち物 飲み物・

タオル

体験保育� 1007076ID

会場・問  しんさかした保育園
（☎584-8277）

日時 21日 ㈪・23日 ㈬・24日 ㈭
9:30～11:30 対象 未就学児と保
護者 定員 各クラス1日2組 費用
310円（給食費） 申込 電話

誕生会� 1007077ID

会場・問  おおくぼ保育園（☎
584-3690）

日時 23日㈬9:45～11:00 対象 未
就学児と保護者

10･11月の児童館

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば

1011905ID
会場・問  ひの児童館（☎581-76
75）

日時 10月2日㈬10:30～11:30 内容
手遊び・ふれあい遊びなど 対象
乳幼児と保護者

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  10月12日㈯17:00～19:00 
対象 中学・高校生 持ち物 楽器
など

幼児の日・ぴよっこの
日合同運動会

1003983ID
問 しんめい児童館（☎583-65
88）

日時  10月17日㈭10:30～11:30 
会場 大久保公園※雨天の場合
はしんめい児童館 対象 乳幼児
と保護者 持ち物 飲み物、汗拭
きタオル、着替え

おさがりバザール～お
さがり服の交換会

1011621ID
会場・問  さかえまち児童館（☎
585-8281）

日時  10月24日㈭10:00～11:00 
対象 乳幼児と保護者 持ち物 持
ち帰り用エコバック その他 10
月2日㈬からおさがり品を回収
※詳細は問い合わせを

乳幼児自由参加ひろば
～ぽかぽかひろば

1009946ID
問 まんがんじ児童館（☎583-
3309）

日時  10月24日㈭10:30～11:30 

会場 万願寺中央公園※雨天の
場合はまんがんじ児童館 内容
つくろう、あそぼう 対象 0～3
歳児と保護者 持ち物 飲み物、
タオル、帽子、作ったものを入
れる袋 その他 みんなのはらっ
ぱ共催

乳幼児自由参加ひろば
～えほんの会

1008148ID
会場・問  みさわ児童館（☎591-
3456）

日時  10月25日㈮10:30～11:30 
内容 絵本の読み聞かせ、幼児
遊び 対象 乳幼児と保護者

ベビーマッサージ
1009157ID

会場・問  あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時  10月29日㈫10:30～11:30 
対象 3～9カ月児と保護者 定員
申込制で先着12組 申込 10月15
日㈫9:30から電話または来館

ハロウィンの日
1006364ID

会場・問  みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0166）

日時  10月31日㈭10:00～17:00 
対象 幼児は保護者同伴

リサイクルのひろば
1009887ID

会場・問  もぐさだい児童館（☎
591-7001）

日時  11月1日㈮10:00～12:00 
内容 まだ着られる衣類などを
リサイクル 対象 乳幼児と保護
者 持ち物 持ち帰り用の手提げ

ママカフェ
1008628ID

会場・問  ひらやま児童館（☎
592-6811）

日時 10月25日 ㈮10:30～12:00※

ラストオーダー 11:45 内容 保育
つきのカフェでママたちのリラ
ックスタイム 対象 子育て中の
市内在住者 費用 100円

公民館の催し
程久保うたごえパーク

1012383ID

会場・問  中央公民館高幡台分
室（☎592-0864）

日時 10月12日 ㈯10:00～11:30※
直接会場へ 内容 生演奏にあわせ
て童謡・唱歌などを歌う 講師 音
楽アンサンブル・ジュビア 対象
おおむね60歳以上の方 定員 40
人 持ち物 飲み物、上履き

月に一度は世界の料理を
楽しもう 1012419ID

会場・問  中央公民館（☎581-75
80）

　世界各地の郷土料理を作り、
味わいます。同時に風土と歴史
を学びます。
日時・内容  下表の通り 講師 鈴木
翔子氏（フードスペシャリスト） 
対象 市内在住・在勤者 定員 申込
制で先着20人 費用 1回600円（材
料費）※小学生以下は300円 申込
10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

日　程 内 　容

10月19日㈯ ギリシャ料理～ムサカ、
グリーンサラダなど

11月16日㈯ ス ペ イ ン 料 理～ パ エ リ
ア、ソバ・デ・アホなど

12月21日㈯ フィンランド料理～リハ
ップラ、ロヒケットなど

令和2年
1月25日㈯

タイ料理～スキーヤキ
ー、ソムタムなど

2月22日㈯ 台 湾 料 理～ 焼 き 小 籠
包、海鮮おこげなど

※時間はいずれも18:00～20:00

10月の市民相談

「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₁日～令和₂年₃月₃₁日ご宿泊分※休
前日と年末年始期間を除く。₂名追加料金の加算なし

空室状況（10月） ※9月19日現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水
ー ◯ ◯ ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ △ △ ◯ �休　館
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
木 金 土 日 月 祝 水 木 金 土 日 月 火 水 木
日 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × × ◯ △ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

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
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
☎₅₈₆⊖11₇1
あさひがおか児童館
毎週月曜～金曜日1₀:₀₀～1₆:₀₀
☎₅₈₆⊖11₈4
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日1₀:₀₀～1₆:₀₀
☎₅₈₅⊖₈2₈2
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日1₀:₀₀～1₆:₀₀
☎₅₉2⊖₆₈₈₈

子育て
相談

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日₉:₀₀～1₇:₀₀
問 同センター（☎₅₉₉⊖₆₆₇₀）

子ども家庭
総合相談

市役所1階福祉オンブズパーソン室
1日㈫･1₅日㈫₉:1₅～11:3₀､
₉日㈬･23日㈬14:1₅～1₆:3₀
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（☎₅14⊖₈4₆₉）

福祉
オンブズ
パーソン
苦情相談

※いずれも祝日を除く

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
　（☎₅14⊖₈₅4₆）

ひとり親
家庭相談

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）
申込 日野市社会福祉協議会

（☎₀₅₀︲3₅3₇︲₅₇₆₅）
問 都市計画課（☎₅14︲₈3₇1）

民間
賃貸住宅

（アパートなど)
入居相談

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
※2₉日㈫・3₀日㈬を除く
※予約制（電話・面接）。どな
たでも可
※手話・保育あり（1₀日前ま
でに予約）
問 男女平等課（☎₅₈₇︲₈1₇₇）

女性
相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日
₈:3₀～1₇:₀₀（電話予約）
問 健康課（☎₅₈1︲4111）

健康相談・
生活習慣病予
防食生活相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1・2・4水曜日1₀:₀₀～1₆:₀₀、
第3水曜日1₇:₀₀～21:₀₀
※電話予約制。相談時間1時間
問 産業振興課（☎₅14︲₈442）

創業
相談

生活・保健センター
毎週月曜～金曜日₉:3₀～12:
₀₀、13:₀₀～1₆:₀₀
問 消費生活センター（☎₅₈1⊖3₅₅₆）

消費生活
相談

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

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

子どもの
虐待相談

妊婦・
乳幼児
相談

さかえまち児童館
₇日㈪₉:4₅～11:₀₀
みさわ児童館
₈日㈫₉:4₅～11:₀₀
生活・保健センター
2₅日㈮₉:3₀～1₀:4₅
問 健康課（☎₅₈1︲4111）

1₀月3₀日㈬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
申込 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
問 市民相談担当（☎₅14︲₈₀₉4）

市長
相談

　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月16日㈬13:30~15:30

会場市役所1階市民相談室､101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(☎514-8094)

問   市長公室市民相談担当
(☎514-8094)

10月16日㈬にくらしと行政「総合市民相談」を開催
10月7日㈪~13日㈰は行政相談週間

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月1日㈫8:30
から電話予約
※土曜・日曜日、
祝日を除く

10月1日㈫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
続きなど法律問題

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

7日㈪･28日㈪13:30～
16:00
1日㈫･8日㈫･29日㈫
9:30～16:00
15日㈫9:30～12:00
※15日㈫は7日㈪から
予約を
※28日㈪･29日㈫は21
日㈪から予約を
※11月5日㈫は10月28
日㈪から予約を

土曜法律 19日㈯9:30～16:00
※7日㈪から予約を

人権身の上
（子どもの
相談含む）

10日㈭9:30～12:00
24日㈭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

4日㈮13:30～16:00
※相談日前日から予約を

問 保育課（☎514-8637）
日時 10月25日㈮～27日㈰10:00～18:00
会場 イオンモール多摩平の森イオンホール
内容 市内公立・民間保育園、認証保育園、認定こ
ども園、保育ママをパネル・DVDで紹介

1010007ID

保育フェア・
未来にはばたけ日野キッズ
日野市の保育園情報が全部分かります
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