
※※※※

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

お申し込みは、大成荘
フリーダイヤル よやくよやく ごあんないごあんない

空室状況（6月） ※5月20日現在 ●…空室あり　×…満室
▲…団体棟のみ空室あり
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催し名 中止・延期・自粛する内容 問い合わせ先
シニア世代の食育講座　　 1008496ID 講座参加者の募集を中止

健康課（☎581-4111）
健康づくり推進員から　　 1007785ID 活動を自粛

ホタルの観察会　　　　　 1014405ID 真堂が谷戸蛍の会共催の観察会を中止 緑と清流課（☎514-8309）

ひとり親家庭・障害児家庭レクリエーション 東京ディズニーリゾート日帰りバスツアーを
秋ごろまで延期※中止の場合あり 日野市社会福祉協議会（☎582-2319）

催 し
生活・環境

キャリアアップ講習6月募集
科目�� 1008142ID

　申込方法など詳細はお問い合わせ
ください。
募集科目 ①ビル管理技術者受験対策
②消防設備士（乙種第4類）受験対策
③ネットワーク構築法【中級】④情報
セキュリティマネジメント受験対策
⑴⑵⑤介護支援専門員実務研修受講
受験対策【初級】⑴⑵ 対象 中小企業
に在職中（派遣・契約・パート社員を
含む）の都内在住・在勤者 定員 ①50
人②20人③25人④30人⑤40人 費用 
①②1,600円 ③6,500円 ④⑤3,200円 
問 多摩職業能力開発センター府中
校人材育成プラザ（☎042-367-8204）

日野産農産物を使った手作り
パン教室�� 1012207ID

日時 6月16日㈫・17日㈬10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 三色大納言パン他1品 定員 
申込制で各日先着10人程度 費用 各日
2,500円 申込 竹内（☎090-7284-1947）
へ電話 問 都市農業振興課（☎514-8447）

日野産野菜を使った飾り巻き
すし教室�� 1011759ID

日時 6月29日㈪・30日㈫10:30～13:30 
会場 七ツ塚ファーマーズセンター 
メニュー 春の絵柄など2本 定員 申込
制で各日先着10人程度 費用 各日3,000
円 申込 竹内（☎090-7284-1947）へ電
話 問 都市農業振興課（☎514-8447）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（6月）�� 1003501ID

内容 全年齢対象・面接会直前セミナ
ー・就職面接会（町田市会場）など多
数 その他 詳細は、東京しごとセン
ター多摩 HP 参照 問 同施設（☎042-
329-4524）

オンラインセミナー＆ワーク
ショップ「『8割の無駄!?』が私
のベストバランス～未来の仕
事のために、事業主として今
できること。一緒に考えてみ
ませんか」� 1014406ID

　不確実なことが多く、先行きが見
えない中で不安を感じたり、将来に
ついて悩みを抱えたりしている方も
多いと思います。「事業主として今
できることは何か？」についてワー
クやグループトークを通して考える
セミナーです。
日時 6月18日㈭、7月16日㈭10:30～12: 
30※全2回 受講方法 Zoomによるオ
ンライン 内容 セミナーおよびワー
ク 講師 浅川絢子氏（HerbNet代表） 
対象 創業者、事業経営者 費用 2,000
円※全2回 定員 申込制で先着20人 
申込 6月16日㈫18:00までにPlanT（多
摩平の森産業連携センター）へEメ
ール（  info@plant-hino.com）で。
氏名、住所、電話番号、Eメールア
ドレス、職業を記入※入金が確認で
きた方にZoomミーティングIDを
連絡 問 産業振興課（☎514-8442）

男女共同参画週間パネル展
�� 1011705ID

　毎年6月23日～29日の男女共同参
画週間、6月の男女雇用平等推進月
間に合わせたパネル展です。ぜひご
覧ください。
日時 6月15日㈪～29日㈪ 会場 多摩平
の森ふれあい館 内容 ワーク・ライ
フ・バランスの推進、男女雇用平等
推進・相談事業の紹介など 問 男女
平等課（☎584-2733）

趣味・教養
平山台文化スポーツクラブか
ら 1003186ID
問 同クラブ（☎506-9979）

　詳細は同クラブへお問い合わせく
ださい。

�ターゲットバードゴルフ� 日時 毎週
水曜・金曜日13:00～16:00 講師 多賀
谷忠之氏（東京都公認上級指導員） 
費用 300円※会員150円
�ハンドロウル教室� 日時 毎週木曜日
13:30～15:30 講師 小堤吉寿氏（スポ
ーツ推進員） 費用 300円※会員150円
�絵画教室� 日時 毎月第2木曜日・第4
土曜日13:30～16:00 講師 神野叙一氏

（市民水彩画家） 費用 600円※会員
500円
�書道教室� 日時 毎月第2・第4月曜日
13:30～16:00 講師 寺島亜希子氏（市
民書道家） 費用 700円
　いずれも 会場 平山台健康・市民
支援センター

スポーツ
東部会館温水プールいきいき
教室 1000974ID
問 同プール（☎583-5266※9:30～
20:30）
�はじめての水中ウオーキング�  日時 
6月19日㈮・26日㈮11:00～12:00（全2
回） 定員 申込制で先着7人 費用 2,800
円※入場料別途 申込 6月11日㈭まで
に電話
からだにラクラク!�アクアエクササ
イズ� 日程 毎週金曜日 時間 Aコース
…10:00～11:00、Bコース…13:00～14: 
00 定員 各コース20人 費用 5回5,500
円のチケット購入制※入場料別途

サッカー 4級審判取得講習会
� 1008275ID

日時 6月21日㈰8:50～16:30 会場・内容 
午前…市民の森ふれあいホール（講
義）、午後…市民陸上競技場（実技） 
定員 申込制で先着100人 費用 7,500
円※ユース・ジュニアユース4,500
円。登録料含む 申込 6月12日㈮まで
に 〒191-0032三 沢4-2-7-3-401日 野
市サッカー連盟・上島（☎090-8497-
2557）へ申込書（市役所3階文化スポ
ーツ課にあり）を郵送 問 文化スポー
ツ課（☎514-8465）

※いずれも祝日を除く

※�予約の電話受付（先着順）および市政に対する一般相談（予約不要）
は毎週月曜～金曜日（祝日を除く）の8:30～１7:１5に行っています

新型コロナウイルス予防の観点から変更または中止の場合があ
ります。

6月の市民相談

市長公室市民相談担当（☎514－8094）問市役所１階　市民相談窓口で受け付けする相談

市長市長
相談相談

今月は相談日を設けません
問 市民相談担当（☎5１4-8094）

法律相談法律相談
（多重債務含む）（多重債務含む）

１日㈪・22日㈪１3:30～１6:00
2日㈫・9日㈫・１6日㈫・23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。7月6日㈪・7日㈫は6
月29日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 20日㈯9:30～１6:00
※相談時間30分。8日㈪から予約を

登記相談登記相談 4日㈭１3:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

行政相談行政相談 5日㈮１3:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

税務相談税務相談 24日㈬9:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

不動産相談不動産相談 １7日㈬１3:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

相続・遺言等暮ら相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談しの書類作成相談

5日㈮・１8日㈭１3:30～１6:00
※�相談時間30分。相談日前日から予約を

労働相談労働相談 １9日㈮１3:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を人権身の上相談人権身の上相談

（子どもの相談含む）（子どもの相談含む）
１１日㈭9:30～１6:00
25日㈭１3:30～１6:00
※相談時間40分。相談日前日から予約を

交通事故相談交通事故相談 １2日㈮１3:30～１6:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

福祉福祉
オンブズオンブズ
パーソンパーソン
苦情相談苦情相談

市役所1階市民相談室など
5日㈮・１9日㈮１4:１5～１6:30、9
日㈫・23日㈫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（☎5１4－8469）

妊婦・妊婦・
乳幼児乳幼児
相談相談

新型コロナウイルスの影響を
考慮し、6月開催予定の「妊婦・
乳幼児相談」は中止します。
再開は市 HP でお知らせしま
す。ご相談については健康課
までお問い合わせください。
問 �健康課（☎58１-4１１１）

創業創業
相談相談

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）

発達・教育発達・教育
相談相談

エール（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日9:00～１8:00、
毎月第4日曜日9:00～１7:00
☎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）

子ども家庭子ども家庭
総合相談総合相談

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）

子どもの子どもの
虐待相談虐待相談

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）

子育て子育て
相談相談

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
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～土曜日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

女性女性
相談相談

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
※予約制（電話・ファクス・窓
口）。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�
FAX 584-2748）

ひとり親ひとり親
家庭相談家庭相談

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
（☎5１4－8546）

民間民間
賃貸住宅賃貸住宅

（アパートなど)（アパートなど)
入居相談入居相談

毎週木曜日１3:00～１7:00
市役所会議室
※電話予約制（各日先着4組）
申込 日野市社会福祉協議会
（☎050-3537-5765）
問 都市計画課（☎5１4-837１）

健康相談・健康相談・
生活習慣病予生活習慣病予
防食生活相談防食生活相談

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）

消費生活消費生活
相談相談

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）
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