
4月の市民相談
※いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

※ 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）

法律相談法律相談
（多重債務含む）（多重債務含む）

5日㈪・26日㈪13:30～16:00
6日㈫・13日㈫・20日㈫・27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。5月10日㈪・11日
㈫は4月26日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 17日㈯9:30～16:00
※相談時間30分。5日㈪から予約を

登記相談登記相談
1日㈭13:30～16:00
※ 相談時間30分。相談日前日から予約を。

5月6日㈭は4月30日㈮から予約を

行政相談行政相談
休止。総務省行政相談センター「き
くみみ」（電話相談）をご利用ください
（☎0570-090-110）

税務相談税務相談 28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 21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

2日㈮・15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 16日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

交通事故相談交通事故相談 9日㈮13:30～16:00
※相談時間30分。相談日前日から予約を

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

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）

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）

妊婦・妊婦・
乳幼児乳幼児
健康相談健康相談

（5月実施分（5月実施分
も掲載）も掲載）

あさひがおか児童館
4月19日㈪午前
みさわ児童館
4月20日㈫午前
生活・保健センター
4月30日㈮午前、5月28日㈮午前
さかえまち児童館
5月10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 子ども家庭支援センター（☎843-3663）

健康相談・生活習健康相談・生活習
慣病予防食生活相談慣病予防食生活相談

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）

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

女性相談女性相談

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、 毎月第1・第3金曜日13:30～16:30
※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 平和と人権課（☎587-8177 FAX 584-2748）

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、 25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）

民間賃貸住宅民間賃貸住宅
（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）

障害を理障害を理
由とする由とする
差別に関差別に関
する相談する相談

障害福祉課
月曜～金曜日8:30～17:15 ☎514-8991 FAX 583-0294
エール（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日9:00～18:00
☎589-8877 FAX 514-8740
自立生活センター日野
月曜～金曜日9:00～17:00 ☎594-7401 FAX 594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日9:30～17:30 ☎591-6321 FAX 599-7203
やまばと
月曜～金曜日9:00～17:00 ☎582-3400 FAX 582-3302

創業相談創業相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1・第2・第4水曜日13:00～17:00、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）

福祉オンブズ福祉オンブズ
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
6日㈫・20日㈫9:15～11:30、 16日㈮・30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）

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）

市長相談市長相談 今月は相談日を設けません
問 市民相談担当（☎514-8094）

人権身の上相談人権身の上相談
（子どもの相談（子どもの相談

含む）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※土曜・日曜日、祝
日を除く8:30～17:15）
問 平和と人権課（☎584-2733 FAX 584-2748）

弁護士によ弁護士によ
る経営相談る経営相談

日程 申し込み後に調整
会場日野市商工会館（多摩平）
内容 債権回収など
申込 電話※事前申込制
問 日野市商工会（☎581-3666）

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

日程 第2・第4水曜日
会場日野市商工会館（多摩平）
内容 雇用調整助成金・労働関係など
申込 電話※事前申込制
問 日野市商工会（☎581-3666）

事業者向け

中小企業中小企業
診断士診断士
個別相談個別相談

日時 土曜・日曜日、祝日を除く9:00～12:00と13: 
00～16:30※1人1時間
会場 日野市商工会館（多摩平）、市役所1階市民
相談窓口
内容 経営・補助金申請など
申込 電話※事前申込制
問 日野市商工会（☎581-3666）

事業者向け

児童館・幼稚園
のイベント

4月の児童館4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

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 1２日㈪・２６日㈪10:00～11:30 
内容 大型遊具による自由遊びな
ど 対象 乳幼児と保護者 申込 開
催２日前までに電話または来館

いやされタイム
 1015138ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎5８3-４3４６）

日時 13日㈫10:30～11:00 内容 簡
単な体操やセルフマッサージで
心も身体もリフレッシュ 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 ２日㈮～1２日㈪に電話また
は来館

ミニアスレチックルー
ム 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-01６６）

日時 13日㈫9:４5～10:４5、11:00～
1２:00 内容 トランポリンや大き
な滑り台で遊ぶ 対象 乳幼児と
保護者 定員 申込制で各回先着5
組 申込 ２日㈮から電話または来
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 1４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 定員 申込制で
先着２0組 申込 ６日㈫9:30から電
話または来館

おいでよ1年生
 1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
5８3-６5８８）

日時 1４日㈬15:00～1６:00 内容 児
童館でのルールを学びながら楽

しく遊ぶ 対象 小学1年生 定員 申
込制で先着15人 申込 5日㈪1６:00
～13日㈫に電話または来館

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば
 1015379ID
会場・問 もぐさだい児童館

（☎591-７001）
日時 1６日㈮10:30～11:30 内容 手
遊び、ふれあい遊び、季節の工
作など 対象 乳幼児と保護者 
申込 15日㈭までに電話または
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 19日㈪10:00～11:30 内容 電
車や車のおもちゃを広げて遊ぶ 
対象 乳幼児と保護者 申込 1７日
㈯までに電話または来館

新1年生「じどうかんへ
ようこそ！」
 1011539ID
会場・問 まんがんじ児童館

（☎5８3-3309）
日時 ２1日㈬15:30～1６:30 内容 子
ども実行委員企画の児童館案内
やゲームなど 対象 小学1年生 
定員 申込制で先着15人 申込 ７日
㈬1６:00から電話または来館

集まれ1年生！
 1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎5８9-1２53）

日時 ２８日㈬15:30～1６:30 内容 レ
クリエーションなど 対象 小学1
年 生 定員 申 込 制 で 先 着1６人 
申込 1４日㈬から来館

乳幼児自由参加ひろば
～わくわくひろば
 1011279ID
会場・問 ひの児童館（☎5８1-
７６７5）

日時 ２８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 13日 ㈫9:30か ら
電話または来館

4月の幼稚園4月の幼稚園

令和3年度ぷちっこエン
トリー 1004226ID

問 第二幼稚園（☎591-４1２5）、
第四幼稚園（☎5８3-3903）、第
七幼稚園（☎5８６-3７７0）

　市内全市立幼稚園では、２・3

歳児（平成２9年４月２日生まれ～
31年４月1日生まれ）を対象とし
た登録制度「ぷちっこエントリ
ー」を実施しています。
　詳細は、各園へお問い合わせ
ください。
　なお、令和２年度に登録され
た方も再登録が必要です。

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

令和3年度田んぼの学
校「新町会場」参加者募
集 1016372ID
問 中央公民館（☎5８1-７5８0）

　市内の水田での稲作（もち米
づくり）を一緒に行いませんか。
日程 ４～1２月の土曜日※日程な
どの詳細は申し込み後に別途説
明 会場 新町会場（東光寺小付
近、よそう森公園内水田） 内容 
水田で月1回程度の作業と、輪
番制による見回り、稲刈り、網
掛け、収穫祭など 対象 親子参加
優先※小学生以下は保護者同伴 
定員 申込制で２0人程度 費用 500
円※小学生未満無料 申込 ４月3
日㈯9:00から電話または来館

令和3年度田んぼの学
校「南平会場」参加者募
集 1016502ID
問 中央公民館高幡台分室（☎
59２-0８６４）

　田んぼ作りを通して日野市の
農業や環境について、みんなで
楽しく学習しませんか。
日程 ４～1２月の土曜日（月1回程
度） 会場 南平会場（平山） 内容 
田んぼの作業や農体験に通じた
レクリエーションなど 対象 田
んぼ作りに関心のある1８歳以上
の市内在住・在勤者※親子での
参加可 定員 申込制で先着30人
程度 費用 500円※小学生未満無
料。初回時に徴収 申込 ４月3日
㈯9:00から電話または来館

将棋が大好きな子ども
たちあつまれ！公民館
子ども将棋対局
 1016371ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
７5８0）

　地域の子どもたちと公民館で
活動している日野市将棋サーク
ルの交流の場として、将棋対局

を実施します。
日時 ４月1４日からの毎月第２・第
４水曜日15:30～1６:30※直接会場
へ 講師 日野市将棋サークル 
対象 小・中学生 定員 10人程度

季節を楽しむ和の行
事・鯉

こ い

のぼり編～端午
の節

せ っ

供
く

を楽しもう
 1016506ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
７5８0）

　端午の節供の飾りつけや食べ
物について、由来や意味を学び
ます。また、伊勢和紙で鯉のぼ
りを作り、水彩絵の具で色付け
をします。
　「日野にじの会」による朗読も
お楽しみください。
日時  ４月２２日㈭1４:00～1６:00 
講師 枝川寿子氏（室礼研究家）、
日野にじの会（朗読） 定員 申込制
で先着２0人 費用 ２00円（材料費） 
その他 1歳６カ月からの保育あり
※申込制で先着６人 申込 ４月3日
㈯9:00から電話または来館

さき織を知ろう！作ろ
う！～自分だけのコー
スター作り講座
 1016505ID
会場・問 中央公民館（☎5８1-
７5８0）

　使い古した布をリサイクルし
て作るさき織を体験してみまし
ょう。
日時 ４月２3日 ㈮・30日 ㈮、5月７
日㈮1４:00～1６:00 講師 中村由紀
子氏（染織家） 対象 全回参加で
きる方 定員 申込制で先着1２人 
費用 500円※初回時に徴収 申込 
４月3日㈯9:00から電話または来
館

新緑の季節　七生散策
 1016523ID

問 中央公民館高幡台分室（☎
59２-0８６４）

日時 ４月２3日㈮、5月２1日㈮10:00
～1２:00 会場 中央公民館高幡台
分室など 内容 高幡・程久保の
開発史探訪 講師 市学芸員 対象 
おおむね６0歳以上の方 定員 申
込制で先着10人程度 申込 ４月3
日㈯9:00から電話または来館
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