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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

児童館のイベント

1月の児童館1月の児童館  

※児童館のイベントはすべて事
前申し込み制です。詳細は各館に
お問い合わせください。実施の際
は十分な感染症対策を行います

お正月あそび
 1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
58３-6588）

日時 1３日㈬15:00〜16:３0 内容 み
んなでお正月遊びに親しむ 対象 
小学生以上 定員 先着15人 申込 
4日㈪16:00〜12日㈫18:00に電話
または来館

プレイルームスペシャル
 1008628ID

会場・問 ひらやま児童館（☎
5９2-6811）

日時 18日㈪10:00〜11:３0 内容 車
や電車のおもちゃを広げて遊ぶ
対象 乳幼児と保護者 申込 16日
㈯までに電話または来館

折り紙タイム
 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎58９-125３）

日時 20日㈬10:45〜11:15※直接
会場へ 内容 折り紙 対象 乳幼児
親子 定員 申込制で先着15人 

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば節分あ
そび 1015859ID
会場・問 もぐさだい児童館

（☎5９1-7001）
 日時 21日㈭10:15〜11:15 内容 幼
児の日と合同の節分遊び 対象 
乳幼児と保護者 申込 20日㈬ま
でに電話または来館

新春・わくわくひろば
 1011279ID

会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 21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 定員 申込制で
先着10組 申込 8日㈮９:３0から電
話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～きらきら
 1008085ID
会場・問 まんがんじ児童館

（☎58３-３３0９）
日時 21日㈭10:３0〜11:３0 内容 手

遊び、ふれあい遊び、読み聞か
せ、製作など 対象 1〜３歳児と保
護者 申込 電話または来館

たっぷり足まわりマッ
サージ 1013529ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎58３-4３46）

日時 2９日㈮10:３0〜11:00 内容 足
中心のセルフマッサージ 対象 
乳幼児と保護者※保護者のみの
参加も可 定員 申込制で先着8組 
申込 15日㈮から電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～プレイルーム　わい
わいワールド
 1004025ID
会場・問 みさわ児童館（☎5９ 
1-３456）

日時 18日㈪・25日㈪10:00〜11: 
３0 内容 大型遊具などによる自
由遊び 対象 乳幼児と保護者 
申込 2日前までに電話または来
館

移動児童館～みんなで
あそぼうIN七ツ塚
 1011621ID
問 さかえまち児童館（☎585-
8281）

日時 20日㈬10:３0〜11:３0 会場 七
ツ塚ファーマーズセンター 内容 
手遊び、ふれあい遊びなど 対象 
乳幼児と保護者 申込 8日㈮９:３0
から電話または来館

ベビークラス
 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎5９９-0166）

日時 20日㈬10:３0〜10:50、11:10
〜11:３0 内容 身長体重測定やリ
ズム遊び、製作など 対象 ３カ月
〜1歳6カ月程度の幼児と保護者 
定員 申込制で各回先着7組 申込 
5日㈫から電話または来館

公民館の催し
※新型コロナウイルス感染症防
止対策にご協力ください

名作鑑賞会～朗読サロン
 1015908ID

問  中央公民館高幡台分室（☎
5９2-0864）

日時 1月３0日㈯14:00〜15:00 会場 
中央公民館 内容 公民館で活動
している朗読サークル「にじの
会」による朗読会 作品名 東海林
さだお作「人体の言い分」、山本

周五郎作「笄堀（こうがいぼり）」 
定員 申込制で先着20人 申込 1月
5日㈫９:00から電話または来館

ふろしき王子がやって
くる～令和スタイルの
風呂敷をまなぶ
 1015865ID
会場・問 中央公民館（☎581-
7580）

　使い捨て文化に疑問を抱き、
風呂敷を使った生活を始め、そ
の良さを広める活動をしている
ふろしき王子。和文化・エコ・防
災などの観点から、今の時代だ
からこその使い方を学びます。

日時 1月26日㈫14:00〜16:00 講師 
横山功氏（ふろしき王子） 対象 
市内在住・在勤・在学者 定員 
申込制で先着３0人 申込 1月5日
㈫９:00から電話または来館

ひの市民大学～実践女
子大学連携コース後期受
講者募集! 1016002ID
問 中央公民館（☎581-7580）

　世界最高齢アプリ開発者の若
宮正子氏をお迎えし、若宮氏の
半生を語っていただきます。
日時 ①2月９日㈫②10日㈬③12
日㈮④16日㈫⑤18日㈭いずれも
10:00〜11:３0（ 全5回 ）受講方法
Zoom配信 内容 ①私がここに
至った経緯②「創造」を模索する
日々③ある日、激変した人生④
多忙な日々を多くの仲間に助け
られて⑤誰も取り残さない「デ
ジタル改革」へのお手伝い 講師 
若宮正子氏（NPOブロードバン
ドスクール協会理事ほか） 対象 
市内在住・在勤・在学者 定員 
申込制で先着３0
人 申込  1月5日㈫
９:00から右記 QR
コードで

「二人で清里へ行こう！ 2名様ご宿泊大歓迎キャンペーン」3月30日までのご宿泊分※休前日と年末年始期間
を除く。2名追加料金の加算なしでご宿泊いただけます

空室状況（1月） ※12月18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
㈷ 土 日 月 火 水 木 金 土 日 ㈷ 火 水 木 金 土
ー × × × 休館日 ◯ × × ◯ 休館日 ◯ ×
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯

※ 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）

注 6日㈬の相続・遺言等暮らしの書類作成相談と22日㈮の行政相談は
日程を変更しています

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る相談
法律相談法律相談

（多重債務含む）（多重債務含む）

4日㈪・25日㈪13:30～16:00
5日㈫・12日㈫・19日㈫・26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。2月1日㈪・2日㈫は1月25日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 16日㈯9:30～16:00
※相談時間30分。4日㈪から予約を

登記相談登記相談 7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 22日㈮注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 27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 20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

6日㈬注・21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）

休止。みんなの人権110番（電話相談）
をご利用ください。
☎0570-003-110（平日8:30～17:15）

交通事故相談交通事故相談 8日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

1月の市民相談
※いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

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㈫9:15～11:30
15日㈮・27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）

創業創業
相談相談

PlanT（多摩平の森産業連
携センター）
第1・第2・第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・発達・
教育教育
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、
24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「はぴはぴ」
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（電話相談可）
※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）

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）

中小企業中小企業
診断士診断士

個別相談個別相談

土曜・日曜日、祝日を除く毎
日9:00～17:00※60分予約制（電
話・ファクス）。市役所内で
出張相談日あり
会場・問日野市商工会（☎581-
3666 FAX 586-6063）

事業者向け

社会保険社会保険
労務士労務士

個別相談個別相談

6日㈬・13日㈬13:00～17:00※
それ以降は問い合わせを。60
分予約制（電話・ファクス）
会場・問日野市商工会（☎581-
3666 FAX 586-6063）

事業者向け

妊婦・妊婦・
乳幼児乳幼児
健康相談健康相談
（2月実施（2月実施
分も掲載）分も掲載）

みさわ児童館
1月12日㈫午前
あさひがおか児童館
1月18日㈪午前
生活・保健センター
1月29日㈮午前、2月26日㈮午前
さかえまち児童館
2月1日㈪午前
申込 時間予約制。開催前月
の3日から開催日の前日まで

（土曜・日曜日、祝日を除く）
に電話※定員あり
問 健康課（☎581-4111）

市長市長
相談相談

28日㈭9:30～11:30
※日程変更・中止の場合あり
相談時間30分
会場 市役所5階505会議室
申込 4日㈪～8日㈮に電話で予
約を※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）

労働相談労働相談 15日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

いのちのプロジェクト

問 生涯学習課（いのちのプロジェクト事務局）（☎
514-8765）
　親からわが子へ、大人から子どもへ伝えたい思い。
口に出すのは気恥ずかしいけど、伝えないと伝わらな
い。あなたからのメッセージを伝えてみませんか。
　みんなの思いを言葉にして「いのちのメッセージ」で
まちを包みましょう。

内容 40文字以内で「子どもたちへのメッセージ」
・子どもが生まれた時の気持ち、今の子どもへの気持ち、
未来に向かう子どもへの気持ち
・こんなところが大好き、
自分が子どもだった時に
大人から言われてうれし
かった言葉など
申込 1月2９日㈮までに下記
QRコードから※その他の
応募方法は HP 参照
その他 応募いただいたメ
ッセージは学
校、図書館、市
役所、駅など
に掲示予定

子どもたちへのメッセージを
募集します～いのちの声をまち中に

1016092ID

▲応募フォーム
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