
児童館・幼稚園
のイベント

5月の児童館5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 10日㈪・31日㈪10:00～11:
30 内容 大型遊具などによる自
由遊びなど 対象 乳幼児と保護
者 申込 2日前までに電話または
来館

いやされタイム
1012905ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎583-4346）

日時 14日㈮10:30～11:00 内容 簡
単な体操やセルフマッサージ
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 5月13日㈭までに
電話または来館　

しんめいこどもまつり
1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
583-6588）

日時 15日㈯10:00～10:50、11:10
～12:00 内容 楽しい工作やゲー
ムなど 対象 18歳までの方と保
護 者 ※ 乳 幼 児 は 保 護 者 同 伴 
申込 14日㈮18:00までに電話ま
たは来館

ひのじどうかんこども
まつり 1008497ID

会場・問 ひの児童館（☎581-
7675）

日時 15日㈯9:30～12:30 内容 つ
くろうコーナー、あそぼうコー
ナーなど 対象 18歳までの方と
保護者※乳幼児は保護者同伴 
申込 申込方法など詳細はおた
より、ツイッターを参照

プレイルーム
1006294ID

会場・問 まんがんじ児童館
（☎583-3309）

日時 15日㈯11:00～12:00 内容 大
型遊具で自由に遊ぶ 対象 乳幼
児と保護者 定員 申込制で先着
15組 申込 6日㈭9:30から電話ま
たは来館

ドリーム号がやってき
た！ in上田

1008628ID
問 ひらやま児童館（☎592-
6811）

日時 18日㈫10:30～12:00、14:30
～16:30 会場 上田地区センター 
内容 みなみだいら児童館と共

催で地区センターをミニ児童館
にして遊ぶ 対象 18歳までの方
と保護者※乳幼児は保護者同伴 
申込 15日㈯までに電話または
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 19日㈬10:30～10:50、11:10
～11:30 内容 リズムあそび、製
作など 対象 3カ月～1歳6カ月程
度の乳幼児と保護者 定員 各回
申込制で先着7組 申込 電話また
は来館

乳幼児自由参加ひろば
～こあらひろば

1008792ID
会場・問 もぐさだい児童館

（☎591-7001）
日時 21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 20日㈭までに電話または
来館

さかえまちプチわいわ
いこどもまつり

1011621ID
会場・問 さかえまち児童館

（☎585-8281）
日時 22日㈯14:00～16:00 内容 つ
くろうコーナー、あそぼうコー
ナーなど 対象 小学生から18歳ま

での方 申込 申込方法など詳細
はおたより、ツイッターを参照

ネットスポーツタイム
1006001ID

会場・問 たまだいら児童館ふ
れっしゅ（☎589-1253）

日時 29日㈯17:00～18:45 内容 ①
バレーボール②バドミントン
対象 中学・高校生 定員 申込制
で先着①10人②8人 申込 当日受
け付け

5月の幼稚園5月の幼稚園
1004228ID

幼稚園においでよ～お
花のたねを植えよう
会場・問 第二幼稚園（☎591-
4125）

日時 12日㈬9:15～11:00 対象 乳
幼児と保護者

ひよこの日～触れ合い
遊びを楽しもう！
会場・問 第四幼稚園（☎583-
3903）

日時 18日㈫9:15～11:00 対象 乳
幼児と保護者

なかよしきっず～手作
りおもちゃを作ろう！
会場・問 第七幼稚園（☎586-
3770）

日時 18日㈫9:30～11:00 対象 乳
幼児と保護者

5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）

注10日㈪・17日㈪の法律相談は日程を変更しています

法律相談法律相談
（多重債務含む）（多重債務含む）

10日㈪注・24日㈪13:30～16:00
11日㈫・17日㈪注・18日㈫・25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。6月1日㈫は5月24日㈪から、6
月7日㈪・8日㈫は5月31日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 15日㈯9:30～16:00
※相談時間30分。6日㈭から予約を

登記相談登記相談 6日㈭13:30～16:00
※�相談時間30分。4月30日から予約を

行政相談行政相談 7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 26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 19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

7日㈮･20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 21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 14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（☎5148094）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（☎5996670）

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（☎5813556）

妊婦・妊婦・
乳幼児乳幼児
健康相談健康相談

（6月実施分（6月実施分
も掲載）も掲載）

さかえまち児童館
5月10日㈪午前
生活・保健センター
5月28日㈮午前、6月25日㈮午前
あさひがおか児童館
6月7日㈪午前
ひらやま児童館
6月21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 ☎5861171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日10:00～16:00 ☎5861184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日10:00～16:00 ☎5858282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日10:00～16:00 ☎5926888

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
☎5898877（総合受付）
毎週月曜～金曜日9:00～18:00
☎5148028（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
7日㈮・21日㈮14:15～16:30､ 11日㈫・25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（☎5148469）

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（☎5148546）

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

市長市長
相談相談

25日㈫9:30～11:30※日程変更・中止の場合あり。相談時間30分
会場 落川交流センター
申込 6日㈭～12日㈬に電話で予約※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）

　「最近、運動していないなぁ」と感じている皆さまに朗報です。冬の寒さやコロナ禍の外出自粛で、運動不足や
体重増加が気になるきょうこの頃。いつまでも健康で元気に過ごすため、無理せず軽い運動から始めてみません
か。ご参加いただいた方には、お花をプレゼント！（花束・鉢植えなどを抽選で各回15人）

日時・会場・内容・対象  下表の通り※直接会場へ。荒天時は中止となる場合あり 
持ち物 飲み物、タオルなど※動きやすい服装・靴でお越しを 
その他 新型コロナウイルス対策のため、当日、氏名と連絡先の記入をお願いします

日時（各回30～60分） 会場 対象 内容
5月10日・24日・31日、6月7日・14日・28日、7月5日・
12日・19日・26日 ※いずれも月曜日9:30～10:30

七生自然学園テニス
コート 市内在住の初心者 テニスを楽しむ※ラケット貸し出し可

5月12日㈬・15日㈯・19日㈬・26日㈬、6月2日㈬・
12日㈯・16日㈬・23日㈬、7月10日㈯・14日㈬ 
10:00～11:00

さくら集会所前広場
（多摩平2-6) 市内在住者 年齢を問わず参加できる体操

5月12日㈬・15日㈯・19日㈬・26日㈬、6月2日㈬・
12日㈯・16日㈬・23日㈬、7月10日㈯・14日㈬ 
11:30～12:30

旭が丘中央公園 市内在住者 年齢を問わず参加できる体操

5月10日・17日・24日・31日、6月7日・14日・21日・
28日、7月5日・12日 ※いずれも月曜日15:00～16:00 浅川スポーツ公園 市内在住のおおむね3～5歳児親子 親子体操、ボール運動

5月11日㈫・25日㈫、6月2日㈬ 10:30～11:30 湯沢福祉センター屋上 おおむね60歳以上の市内在住者 運動不足を感じている方の健康体操

1016960ID 問 日野社会教育センター（☎582-3136）

ちょっとお散歩＆青空たいそう～withコロナも元気に過ごす
春がきた！さぁ、体を動かそう！

　「最近、運動していないなぁ」と感じている皆さまに朗報です。冬の寒さやコロナ禍の外出自粛で、運動不足や

その他 今後の開催予定は、広報、市 HP などでお知らせ
　本事業にご協力いただける事業者（運動指導者）を募集しています。詳細はお問い合わせください。
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