
子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

日とき��場ところ��内内容��講講師��対対象��定定員��￥費用��持持ち物��他その他・注意事項��申申し込み��問問い合わせ

えほんの会
1008148ID

日 11月25日㈮午前10時30分～11時15
分対 乳幼児と保護者定 申込制で先
着10組程度 申 11月7日㈪午前10時～
24日㈭に電話または来館場・問 みさ
わ児童館（☎042-591-3456）

サタデーよちよちクラ
ブ 1008628ID

日 11月26日㈯午前10時30分～11時15
分内 手遊びなど対 乳幼児と保護者
申 11月9日㈬から電話または来館
場・問 ひらやま児童館（☎042-592-
6811）

移動児童館in東宮下地区セン
ター

1009086ID

日 11月29日㈫午前10時30分～11時30
分場東宮下地区センター内ふれあい
あそびなど対 乳幼児と保護者定 申
込制で先着8組程度申 11月8日㈫午前
9時30分から電話または来館問 あさ
ひがおか児童館（☎042-583-4346）

乳幼児自由参加ひろば
きらきら

1008085ID

日 11月29日㈫午前10時30分～11時30
分内 手遊びなど対 乳幼児と保護者
定 申込制で先着15組程度申 11月4日
㈮午前9時30分から電話または来館
場・問まんがんじ児童館（☎042-583-
3309）

みんなで話そう!  シングル
ママ・パパの集い

1008504ID

日 11月27日㈰午後3時～4時30分場 万
願寺交流センター問 地域子ども家庭
支援センター万願寺「にこにこ」（☎
042-586-1312）

ベビーマッサージ
パパも一緒にどうぞ

1008503ID

日 11月19日㈯午後3時15分～4時対 生
後3～5カ月児と保護者定申込制で先
着6組※初めての方優先申 11月4日㈮
午前10時から電話場・問 地域子ども
家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

（☎042-589-1260）

プレママ＆子どものお食事
なんでも相談

1016704ID

日 11月1日㈫午前、12月6日㈫午前場
生活・保健センター、オンライン、電
話対 妊婦、乳幼児のいる保護者申
電話問健康課（☎042-581-4111）

乳幼児歯科相談
1007575ID

日 11月2日㈬・4日㈮・9日㈬・11日㈮・
16日㈬の午後1時30分、1時45分、2時、
2時15分、2時30分から場 生活・保健
センター内 歯科医師による健診・相
談、歯科衛生士による歯磨き指導対
1歳6カ月～4歳の誕生月までのお子さ
ま定 申込制で各回先着5人他 既に虫
歯がある場合は医療機関の受診を申
電話問健康課（☎042-581-4111）

BCG（結核）予防接種
1007623ID

日①11月7日㈪・24日㈭②16日㈬いず
れも午前9時30分～11時場 ①生活・保
健センター②福祉支援センター対 生
後1歳未満でBCG予防接種未接種の
お子さま※生後5～8カ月未満推奨持
母子健康手帳、予診票、バスタオル、
長袖服他詳細は市 HP 参照問健康課

（☎042-581-4111）

たにぞうファミリーコンサー
ト

1010516ID

日 令和5年1月29日㈰1回目�午後1時
～2時、2回目�午後4時～5時※時間
選択不可場 ひの煉瓦ホール（市民会
館）対日野市・八王子市に在住・在学
の18歳以下の子どもと保護者※小学
生以下は保護者同伴定申込制で各回
500人※申込多数の場合は抽選￥ 1席
500円申 11月21日㈪（消印有効）までに
〒191-0043平山3-26-3ひらやま児童館
へ往復はがき で（1枚につき5人まで）。往
信用裏面に参加者全員の氏名・年齢、
代表者の電話番号、必要な席数（最大
5席）、返信用表面に郵便番号、住所、
氏名を記入問 子育て課（☎042-514-
8636）

自然体験事業～あきな
かだ 1000584ID

日 11月27日㈰午後1時～4時 場 仲田
の森蚕

さん

糸
し

公園※直接会場へ 内たき火
コーナー、工作など 持 水筒、タオル、
上着、汚れてもよい服装※たき火コ
ーナー利用者は綿の服 他 駐車台数に
限りがあるため公共交通機関のご利
用を問 子育て課（☎042-514-8579）

専門相談窓口　犯罪被害者が置かれている状況
や生活などへ配慮する重要性につ
いて、理解を深めていただくために

「犯罪被害者等基本法」成立日前1週
間を犯罪被害者週間としています。
　市では、「被害者・遺族等支援総
合窓口」を開設し、犯罪、不慮の事
故、災害などの被害にあわれた方々
へ関係機関の紹介や必要な手続き
をご案内しています。

·日野警察署（☎042-586-0110）
·各都道府県警察の性犯罪被害相談につながる全国共通番号（☎＃

ハートさん

8103）
·犯罪被害者ホットライン（☎03-3597-7830）
　午前8時30分～午後5時15分※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く
·（公社）被害者支援都民センター（☎03-5287-3336）
　月曜・木曜・金曜日午前9時30分～午後5時30分
　火曜・水曜日午前9時30分～午後7時
　※土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く
·性暴力救援ダイヤルNaNa（☎03-5607-0799）
　24時間365日相談受付

 ▶電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 
　電力・ガス・食料品などの価格高騰による負担が特
に大きい住民税非課税世帯に支給します（1世帯当たり
5万円）。
①非課税世帯（要返送）
　基準日（令和4年9月30日）において、世帯全員の令和
4年度分住民税均等割が非課税の世帯（住民税課税者
の扶養親族等のみからなる世帯を除く）に、11月上旬
に「確認書」を発送します。内容をご確認の上、必要事

 ▶申請はお済みですか？ 令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 
　確認書の返送期限、および令和4年1月～9月の収入が新型コロナウイルスの影響で減少し、「住民税非課税相当」の
収入となった世帯の申請期限は、11月30日㈬（消印有効）です。申請がお済みでない方はお早めにご申請ください。

項を記入し、同封の返信用封筒でご返送ください。
　また、日野市から「令和4年度住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金」を受給した世帯は、市から発
送される「支給のお知らせ」で内容をご確認ください。
②家計急変世帯（要申請）
対 電力・ガス・食料品などの価格高騰の影響を受け、
予期せず家計が急変し、①の世帯と同様の事情と認め
られる世帯申令和5年1月31日㈫（消印有効）まで

1012705ID 問セーフティネットコールセンター (☎042-514-8542)

問 制度�内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター（☎0120-526-145※平日午
前9時～午後8時)、受給手続きなど�市住民税非課税世帯等給付金コールセンター（☎042-843-2320※平
日午前8時30分～午後5時15分）

犯罪被害者週間 一人で悩まずご相談を
11月25日㈮～ 12月1日㈭

住民税非課税世帯等へ～各給付金のお知らせ

　日野市消防団は、火災予防意識の普及を図ることで、火
災発生を防止し、市民の安全・安心に寄与することを目的に
一斉広報を実施します。
　市内を三つのエ
リアに分け、各エ
リアで消防車両に
よる広報活動を行
います。
日 11月12日㈯午後
8時～9時場ルート
は右図の通り

もう一度　確認　安心　火の用心
令和4年度防火標語��作者：菅

すが
野
の

珠
み
加
か
さん（江戸川区在住）

　今年は、昨年に比べて火災件数は減少してい
ますが、電気に起因する火災の割合が非常に高
くなっています。コンセントなどは定期的に点
検を行ってください。

消防車両一斉広報

火の取り扱いにご注意を

秋の火災予防運動 
11月9日㈬～ 15日㈫

1022287ID 問防災安全課（☎042-514-8962）

1012591ID 問日野消防署（☎042-581-0119）
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1022184ID

1022324ID 問防災安全課（☎042-514-8963）

夕暮れ時・夜間の交通事故防止を心掛けましょう

　夕暮れ時や夜間は視界が悪くなり、昼間よりも事故発生率が上がります。通行時には以下のことを心掛けましょう。
・反射材用品を着用する
・�自転車や自動車は早めにライトを点灯する
　暗い道では、自身の存在を周囲に知らせることが重要です。日没時間が早くなる季節こそ、改めて交通事故防止を心掛け
ましょう。
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