10月の市民相談
25日㈪午前9時30分～11時30分※日程変更・中止の
場合あり。相談時間30分
場 南平駅西交流センター
申 10月1日㈮～7日㈭に電話※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 市長公室市民相談担当
（☎042-514-8094）

市長相談

子ども家庭支援センター
子どもの虐待
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
相談
問 虐待相談電話
（☎042-599-5454）

子ども家庭
総合相談

PlanT（多摩平の森産業連携センター）
第1・第2・第4水曜日午後1時～5時、第3水曜日午後
5時～9時※電話予約制。相談時間1時間
問 産業振興課
（☎042-514-8442）

創業相談

生活・保健センター
消費生活相談 毎週月曜～金曜日午前9時30分～正午、午後1時～4時
問 消費生活センター
（☎042-581-3556）
市役所1階市民相談室など
福祉オンブズ
5日㈫・19日㈫午前9時15分～11時30分、15日㈮・29
パーソン苦情
日㈮午後2時15分～4時30分※いずれも事前予約制
相談
問 福祉政策課福祉オンブズパーソン担当（☎042-514-8469）
地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」
月曜日を除く毎日午前9時30分～午後5時 ☎042-589-1262
地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
火曜日を除く毎日午前9時30分～午後4時30分 ☎042-586-1171
あさひがおか児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-586-1184
さかえまち児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-585-8282
ひらやま児童館
毎週月曜～土曜日午前10時～午後4時 ☎042-592-6888

子育て相談

健康相談・生
活習慣病予防
食生活相談
人権身の上相
談
（子どもの
相談含む）

市役所1階
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発達・教育
相談

エール
（発達・教育支援センター）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時、第4日曜日午
前9時～午後5時
☎042-589-8877
（総合受付）
毎週月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-514-8028
（子どものこころ電話相談）

障害福祉課
月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分
☎042-514-8991 FAX 042-583-0294
エール
（発達・教育支援センター）
月曜～金曜日午前9時～午後6時
☎042-589-8877 FAX 042-514-8740
障害を理由と 自立生活センター日野
する差別に関 月曜～金曜日午前9時～午後5時
する相談
☎042-594-7401 FAX 042-594-7402
地域生活支援センターゆうき
月曜～金曜日午前9時30分～午後5時30分
☎042-591-6321 FAX 042-599-7203
やまばと
月曜～金曜日午前9時～午後5時
☎042-582-3400 FAX 042-582-3302

まちゼミとは…お店の人が講師となって、専門店ならではの「専門知識」「プロのコツ」「お役立ち情報」など
を無料で教えてくれる街の中のゼミナール。略して「まちゼミ」。時間は1～2時間です。「日野まちゼミ」は今回
で9回目です。「日野まちゼミ」の受講者からのアンケート結果から満足度は非常に高く、最近では90％を超えて
います。興味のあるテーマを見つけて、この機会にぜひご参加ください。
日 10月1日㈮～ 11月30日㈫ ￥ 原則無料※材料費などがかかる場合あり 他 セミナーを実施する店舗名とテーマな
ど、日野まちゼミの詳細は、商工会 HP またはパンフレット ( セミナー開催店、日野市商工会、日野市役所、七
生支所、交流センター、図書館、PlanT、多摩信用金庫、さわやか信用金庫で配布 ) をご覧ください。 申 9月17
日㈮から受付はゼミナールを開催する各店舗（電話・メール・QR コード）へ 問 日野市商工会 ( ☎042-581-3666)

第９回

日野

まち

ゼミ

京秀 LaLa 振袖館

振 袖

はかま

OPEN
LaLa 衣裳店 新
高幡不動店

日野市内での 着付けで 楽々
品揃え 常時 200 点

七五三 HP

以上

日野市栄町 2-1-31 ☎日野 581-8116
日野市高幡 3-5 の 2 階 お問合せは HP から

毎週木曜日午後1時～5時
民間賃貸住宅
市役所会議室（電話相談可）※電話予約制（各日先着4組）
（アパートな
申 日野市社会福祉協議会
（☎050-3537-5765）
ど）
入居相談
問 都市計画課
（☎042-514-8371）
日 土曜・日曜日、祝日を除く午前9時～正午と午後
1時～5時※1人1時間
【事業者向け】
場 日野市商工会館
（多摩平）
、市役所1階市民相談窓口
中小企業診断
内 経営・補助金申請など
士個別相談
申 電話※事前申込制
問 日野市商工会
（☎042-581-3666）

日 第1・第3水曜日午後1時～5時
（多摩平）
【事業者向け】 場 日野市商工会館
社会保険労務 内 雇用調整助成金・労働関係など
生活・保健センター
申 電話※事前申込制
士個別相談
毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時（電話予約）
問 日野市商工会
（☎042-581-3666）
問 健康課
（☎042-581-4111）
日 申し込み後に調整
休止｡ みんなの人権110番 ( 電話相談 ) をご利用くださ 【事業者向け】 場 日野市商工会館
（多摩平）
い ( ☎0570003110※土曜 ･ 日曜日､ 祝日を除く午前
弁護士による 内 債権回収など
8時30分～午後5時15分 )
申 電話※事前申込制
経営相談
（☎042-584-2733 FAX 042-584-2748）
問 平和と人権課
問 日野市商工会
（☎042-581-3666）

市民相談窓口で受け付ける相談

4日㈪・25日㈪午後1時30分～ 4時
5日㈫・19日㈫・26日㈫午前9時30分～
午後4時
法律相談（多重債務含む） 12日㈫午前9時30分～正午
※相談時間30分。月曜日から次週分の
予約受け付け。11月1日㈪・2日㈫は10
月25日㈪から予約を
土曜法律相談

女性相談

男女平等推進センター
（多摩平の森ふれあい館）
毎月第1～第4火曜日午後6時～9時、毎月第1～第4水
曜日午前9時45分～午後4時、毎月第1・第3金曜日午
後1時30分～4時30分
※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）
（☎042-587-8177 FAX 042-584-2748）
問 平和と人権課

得する街のゼミナール
「日野まちゼミ」
のご案内

⇩

子ども家庭支援センター
毎週月曜～土曜日午前9時～午後5時
問 同センター
（☎042-599-6670）

市役所2階セーフティネットコールセンター
ひとり親家庭 毎週月曜～金曜日午前8時30分～午後5時15分（原則
予約制）
相談
問 セーフティネットコールセンター
（☎042-514-8546）

七五三

さかえまち児童館
10月4日㈪午前
みさわ児童館
10月19日㈫午前
妊婦・乳幼児
生活・保健センター
健康相談
（11
10月29日㈮午前、11月26日㈮午前
月実施分も掲
あさひがおか児童館
載）
11月8日㈪午前
申 時間予約制。開催前月の3日から開催日の前日ま
で（土曜・日曜日を除く）に電話※定員あり
問 子ども家庭支援センター
（☎042-843-3663）

広告欄

いずれも祝日を除く。詳細は問い合わせを

16日㈯午前9時30分～午後4時
※相談時間30分。4日㈪から予約を

令和3年10月号

問 市長公室市民相談担当
（☎042-514-8094）
相続・遺言等
暮らしの書類作成相談

1日㈮午後1時30分～4時
※相談時間30分。9月30日から予約を

※市政に対する一般相談は毎週月曜～金曜日
（祝日を除く）の午前8時30
分～午後5時15分に受け付け。予約などの受け付けは電話で午前8時
30分から（先着順）
10月に開催するくらしと行政「総合市民相談」は、7ページをご覧く
ださい。

広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項については、
広告主が一切の責任を負うものとします。広告の内容は各問い合わせ先へお問い合わせください。
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