
児童館・幼稚園
のイベント

7月の児童館7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
 1015511ID
会場・問 もぐさだい児童館（☎
５９１-７00１）

日時 ５日㈪・１２日㈪ １0:00～１１:３0 
内容 滑り台、トンネル、トラン
ポリンなどの大型遊具で遊ぶ 
対象 乳幼児と保護者 申込 ５日は
３日㈯、１２日は１0日㈯までに電
話または来館

プレイルーム
 1009954ID

会場・問 ひの児童館（☎５８１-
７6７５）

日時 ５日㈪・１２日㈪１0:00～１２:00 
内容 滑り台、トンネル、トラ
ンポリンなどの大型遊具で遊ぶ 
対象 乳幼児と保護者 申込 ２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 ９日㈮１0:３0～１１:３0 内容 水
遊 び 対象 １～３歳 児 と 保 護 者 
定員 申込制で先着１５組 申込 ８日
㈭までに電話または来館

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 １２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 １0日㈯ま
でに電話または来館

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 １３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ぷら
ねっと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 １0日㈯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 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

ブルーベリー摘み
 1003983ID

問 しんめい児童館（☎５８３-
6５８８）

日時 １6日㈮１0:３0～１１:３0 会場 日
清園（神明） 内容 みんなでブル
ーベリー摘みを楽しむ 対象 １歳
以上の幼児と保護者 定員 申込
制で先着１0組 費用 ２５0円 申込 ５
日㈪９:３0～１５日㈭１８:00に電話
または来館

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 １７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 先着①
１0人②８人 申込 当日受け付け

身長体重の日
 1006364ID

会場・問 みなみだいら児童館
ぷらねっと（☎５９９-0１66）

日時 ２0日㈫１0:３0～１１:１５ 内容 身
長・体重を測る 対象 幼児と保
護者 申込 ２日㈮から電話または
来館

FUNFUN 工作～夏休
みスペシャル
 1010833ID
会場・問 あさひがおか児童館

（☎５８３-４３４6）
日時 ２７日㈫１0:00～１１:３0、１５:３0
～１７:00 内容 夏休みのスペシャ
ル工作 対象 乳幼児と保護者ま
たは小学生 定員 申込制で各回
先着１0組 申込 6日㈫１6:00から電
話または来館

7月の幼稚園7月の幼稚園
 1004228ID

ひよこの日～七夕飾り
を作ろう！
会場・問 第四幼稚園（☎５８３-
３９0３）

日時 6日㈫９:１５～１１:00 対象 乳幼
児と保護者

なかよしきっず～スタ
ンプ遊び・水遊びを楽
しもう！
会場・問 第七幼稚園（☎５８6-
３７７0）

日時 １３日㈫９:３0～１１:00 対象 乳
幼児と保護者

幼稚園においでよ～水
遊びをしよう！
会場・問 第二幼稚園（☎５９１-
４１２５）

日時 １6日㈮９:１５～１１:00 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

ひのアートフェスティ
バル舞台（屋外ステー
ジ）出演者募集
 1017135ID
問 中央公民館（☎５８１-７５８0）

　今年のひのアートフェスティ
バルは、１0月３0日㈯・３１日㈰に
公民館まつりと同時開催しま
す。仲田の森蚕

さ ん

糸
し

公園で開催す
る屋外ステージでの音楽、舞踊
などの舞台出演者を募集しま
す。
費用 ５,000円 申込 ７月３日㈯９:00
～１５日㈭（消印有効）に〒１９１-
00１１日野本町７-５-２３中央公民館

（  pubhall@city.hino.lg.jp 
FAX ５８１-２１１0）へ必要事項を記入
した申込用紙を郵送、Eメール、
ファクスまたは持参※詳細は市 

HP  参照。７月末までに参加の可
否を連絡します

夏休みの自由研究に最
適！～ 夏 休 み 子 ど も
カーデザイン教室
 1017136ID
問 中央公民館（☎５８１-７５８0）

　自分がイメージした車のデザ
インをもとに、粘土を使って世
界に一つしかないクレイモデル
を作ります。日野自動車のデザ
インのプロが優しく指導します。
日時 ８月４日㈬１0:00～１6:３0 会場 
日野自動車㈱日野工場内デザイ
ンセンター（日野台） 講師 福島
裕輔氏（同社デザイン部統括室）
など 対象 市内小学４年～中学生 
定員 申込制で先着１５人 申込 ７月
３日㈯９:00から電話または来館

楽しみながら学ぶプロ
グラミング（Scratch）
 1017235ID
会場・問 中央公民館（☎５８１-
７５８0）

　誰にでも扱いやすいプログラ
ミングソフトを使ってゲームを
作りながら、プログラムの基本
的な考え方を学びます。
日時 ８月４日㈬～6日㈮１３:00～１５: 
00 講師 矢ヶ崎敏明氏（IT系専門
学校講師） 対象 全回参加できる
小学５・6年生 定員 申込制で先
着１0人 申込 ７月３日 ㈯９:00か ら
電話または来館

7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。8月2日㈪・3日㈫は、
7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

行政相談行政相談 2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 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

（8月実施分（8月実施分
も掲載）も掲載）

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
生活・保健センター
7月30日㈮午前、8月27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）

市長市長
相談相談

21日㈬9:30～11:30※日程変更・中止の場合あり。
相談時間30分
会場 日野宿交流館
申込 1日㈭～7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）

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
9日㈮・28日㈬14:15～16:30、 13日㈫・20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）

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）
8日㈭9:30～16:00、29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1・第3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

日時 ８月２0日㈮１0:00～１6:３0、２１日㈯１0:00～１５:00 会場 中
央公民館高幡台分室 内容 ２0日…①ペットボトルロケッ
トを作ろう！②モーターカーを走らせよう！、２１日…③
体験しよう！ニュースポーツ、パラスポーツ～日野市発
祥のニュースポーツ「ハンドロウル」とパラリンピック正
式種目「ボッチャ」を体験④おもしろお面づくり～アート
まつりで飾ろう 講師 ①日野自動車㈱新和会②連合東京
金属部会連絡会③日野市スポーツ推進委員④中村由紀子
氏（染織家） 対象 ２日間参加できる市内在住の小学４～6年
生 定員 申込制で先着１５人 申込 ７月３日㈯９:00から電話ま
たは来館

問 中央公民館（☎５８１-７５８0）1017170ID

夏休み小学生集まれ!
わくわく学習術

市
民
相
談
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