
児童館・幼稚園
のイベント

6月の児童館6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
～こあらひろば
� 1017017ID
会場・問 もぐさだい児童館（☎
59１-700１）

日時 ４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 
３日㈭までに電話または来館

しんめいベビーマッサー
ジ� 1003983ID

会場・問 しんめい児童館（☎
58３-６588）

日時 １２日㈯１0:３0～１１:３0 内容 ふ
れあい遊び、ベビーマッサージ 
対象 おおむね３～7カ月児と保
護者 定員 申込制で先着６組 申込 
１日㈫9:３0～8日㈫１8:00に電話
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（☎59１-
３４5６）

日時 １４日㈪・２8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

手型カレンダー
� 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎599-0１６６）

日時 １5日㈫１0:３0～１１:１5、１１:１5～
１２:00 内容 手型をとってカレン
ダーを作る 対象 乳幼児と保護
者 定員 申込制で各回先着7組 
申込 ２日㈬から電話または来館

おしゃべりタイム
� 1010833ID

会場・問 あさひがおか児童館
（☎58３-４３４６）

日時 １8日㈮１0:３0～１１:３0 内容 地
域の先輩お母さんとおしゃべり 
対象 乳幼児と保護者※保護者
のみも可 定員 申込制で先着６組 
申込 ４日㈮9:３0～１7日㈭に電話
または来館

パパとあそぼう！
� 1011139ID

会場・問 まんがんじ児童館（☎
58３-３３09）

日時 １9日㈯１１:00～１２:00 内容 ふ
れあい遊び、製作など 対象 乳
幼児と保護者 定員 申込制で先
着１5組程度 申込 ３日㈭9:３0から
電話または来館

ベーゴマをやってみよ
う� 1011621ID

会場・問 さかえまち児童館（☎
585-8２8１）

日時 ２６日㈯１４:00～１5:00 内容 ベ
ーゴマに挑戦 対象 小学生～１8
歳 申込 申込方法など詳細はお
たより参照

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 ２６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

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 ２9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 ２６日㈯までに電話または
来館

乳幼児自由参加ひろば～わ
くわくひろば　水遊びスペ
シャル� 1012798ID
会場・問 ひの児童館（☎58１-
7６75）

日時  ６月３0日㈬、7月１日㈭１0:３0
～１１:３0 内容 手 遊 び、 水 遊 び 
対象 乳幼児と保護者 申込 １8日
㈮9:３0から電話または来館

6月の幼稚園6月の幼稚園
 1004228ID

幼稚園においでよ～絵
具で遊ぼう！
会場・問 第二幼稚園（☎59１-
４１２5）

日時 ２日㈬9:１5～１１:00 対象 乳幼
児と保護者 

ひよこの日～新聞紙で
遊ぼう！
会場・問 第四幼稚園（☎58３-
３90３）

日時 １7日㈭9:１5～１１:00 対象 乳
幼児と保護者

なかよしきっず～七夕
飾りを作ろう・水遊び
を楽しもう！
会場・問 第七幼稚園（☎58６-
３770）

日時 ２２日㈫9:３0～１１:00 対象 乳
幼児と保護者

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

Zoom講座�子育てクッ
キング　 1016974ID

会場・問 中央公民館（☎58１-
7580）

　子どもが喜ぶごはん、野菜が
とれるおやつなどを作ってみま
せんか（視聴のみの参加可）。
日時 ６月２３日 ㈬、7月7日 ㈬・２１
日㈬、8月４日㈬１0:00～１２:00 内容 
①皮から作る本格餃子②野菜も
入っているケークサレ③おしゃ
れな夕食にキッシュ④子供とい
っしょにクッキー作り 講師 櫻
井イェン氏（幼児食インストラ
クター） 対象 全回参加できる幼
児から小学生の保護者※４回目
は子どもと参加可 定員 申込制
で先着３0人その他 材料は事前
に各自準備 申込 ６月３日㈭9:00
から下記QRコー
ドにて。参加方法
の 詳 細 は６月１9日
㈯までにメールに
てお知らせ

程久保うたごえパーク
� 1017004ID

会場・問 中央公民館高幡台分
室（☎59２-08６４）

日時 ６月１２日㈯１0:00～１１:00 内容 
童謡・唱歌などを、電子ピアノ・
箏・クラリネットの演奏に合わ

せて歌う 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 申込制で先着
１0人 申込 ６月３日㈭9:00から電話
または来館

季節を楽しむ和の行
事・七夕編～七夕飾り
と書を楽しむ
� 1016975ID
会場・問 中央公民館（☎58１-
7580）

　平安時代、七夕には梶の葉に
願い事を書きました。七夕の由
来にまつわるお話を聞き、本物
の梶の葉に筆で願い事を書く体
験と七夕飾りを作ります。
日時 7月１日㈭１４:00～１６:00 講師 
枝川寿子氏（室礼研究家）、小熊
廣美氏（書道家） 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 ６月３
日㈭9:00から電話または来館

おもちゃドクター養成
講座� 1016973ID

会場・問 中央公民館（☎58１-
7580）

日時 7月６日㈫・7日㈬１0:00～１６: 
00 内容 おもちゃ修理の基礎、
おもちゃ診断テスター作成実習 
講師 日野市おもちゃドクター
の会 対象 全回参加できる方 
定員 申 込 制 で 先 着１0人 費用 
３,000円（テキスト代、教材代） 
申込 ６月３日㈭9:00から電話また
は来館

ほっと手作りママ時間
� 1017018ID

会場・問 中央公民館（☎58１-
7580）

　育児で忙しい皆さん、ほっと
一息つきませんか。おむつ入れ
を作りながら交流しましょう！
日時 7月8日㈭１0:00～１２:00 講師 
ゆるゆる手作りの会 定員 申込
制で先着7人 費用 ３00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 ６月
３日㈭9:00から電話または来館

6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）

1日㈫・8日㈫・15日㈫・２２日㈫9:３0～16:00
7日㈪・２8日㈪1３:３0～16:00
※�相談時間30分。月曜日から次週分
の予約受け付け。7月5日㈪・6日㈫
は6月28日㈪から予約を

土曜法律相談土曜法律相談 19日㈯9:３0～16:00
※相談時間30分。7日㈪から予約を

登記相談登記相談
３日㈭1３:３0～16:00
※�相談時間30分。相談日前日から予約を。
7月1日㈭は6月30日㈬から予約を

行政相談行政相談 ４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 ２３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 16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

４日㈮・17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 18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 11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

（7月実施分（7月実施分
も掲載）も掲載）

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
生活・保健センター
6月２5日㈮午前、7月３0日㈮午前
さかえまち児童館
7月5日㈪午前
みさわ児童館
7月1３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母子保健係（☎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）
毎月第1～第4火曜日18:00～２1:00、毎月第1～第4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、 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）

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
４日㈮・18日㈮1４:15～16:３0、 8日㈫・２２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）

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）

平和と人権課（多摩平の森ふれあい館2階）
10日㈭9:３0～16:00
２４日㈭1３:３0～16:00
※相談時間４0分。相談日前日から予約を
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
民
相
談
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