
「ひだか市民情報ひろば」は市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりは
ありませんので、内容は直接確認してください。
掲載方法　掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。
○イベントの掲載は１年度に４回、なかまを募集は１年度に１回までです。
○公民館サークルまたはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。
※市ホームページ内の「ひだか市民情報ひろば」にも情報を掲載できます。
ぜひご利用ください。� 問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

ひだか
市民情報ひろば

■第９回日高市書道連盟展
　作家として活動をしている人から書
を趣味にしている人までの作品を発表
します。
日時　９月19日（祝）～23日（祝）
　�午前10時～午後５時（初日は午後１
時から、最終日は午後３時まで）
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
問�い合わせ　日高市書道連盟
　望月☎989－9076
■卓球教室
日時　10月１日・８日の土曜日
　午後１時～５時
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
対�象　市内在住・在勤の中学生以上で
初級者、初めての人
人数　20人（申し込み順）
費用　無料
持�ち物　室内履き、飲み物
※ラケットは貸し出しができます。
申�し込み　９月26日（月）までに、電
話またはFAXで下記へ
問�い合わせ　日高市卓球連盟
　千住☎080－5403－4331
　 989－4331
■日高市音楽祭2022
日時　10月16日（日）
　午前11時～午後４時10分
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
費用　無料
問�い合わせ　日高市音楽サークル連盟
　野口☎090－5827－0580
■硬式テニス教室
日�時　10月９日・16日・23日の日曜
日（全３回）　午前９時～11時（雨天

中止）予備日10月30日（日）
場所　日高総合公園
対象・人数
〇一般・30人
〇�ジュニア（小学４年生～中学３年
生）・10人
費用
〇一般１回500円
〇ジュニア通しで500円
※保険代含みます（当日集金）。
申�し込み　９月16日（金）までに、は
がきに住所・氏名・生年月日・電話
番号を記入し、下記へ
　〒350－1255　武蔵台６－８－４
　瀬戸英明
問い合わせ　瀬戸☎982－3642
■曼珠沙華俳句展
展示期間　10月21日（金）～23日（日）
　�午前10時～午後４時（最終日は午後
３時まで）
展示会場　高麗公民館
＜作品募集＞
募�集内容　巾着田における「曼珠沙華
まつり」（９月17日（土）から10月
２日（日）まで）にて作った俳句一句
（厳守）。
※季語は「曼珠沙華」、「彼岸花」また
はそれに類するものとし、未発表句に
限ります。
締め切り日
　９月30日（金）（消印有効）
応募方法（いずれか）
〇�まつり期間中は会場に設置の投句箱
に投句できます。投句用紙は投句箱
の引き出しにあります。
※巾着田管理事務所前・まつり広場入
口・高麗郷民俗資料館前・高麗郷古民

家玄関前に設置予定です。
〇�はがきに作品を楷書で一句、住所・
氏名・電話番号を記入し、下記へ
　�〒350－1257　横手２－19－15　
　江口さわ子
審��査　日高市俳句連盟委嘱による選者
複数名
結�果　入賞者にははがき、入選者には
作品展示をもって発表
※優秀作品は巾着田管理事務所に１年
間掲額の予定です。さらに「文芸ひだ
か」に掲載する予定です。
問�い合わせ　日高市俳句連盟
　佐藤☎985－2065
　○○☎○○○－○○○○。なかまを募集
■英会話サークル
活動日　第１・３月曜日
活動時間　午前９時30分～10時30分
場所　高萩北公民館
対象　成人
費用　2,000円（月額）
問�い合わせ
　國分☎090－5752－9193
■大正琴ちどり会
　みんなで楽しく大正琴を練習しませ
んか？年を重ねても楽しめる楽器です
!!今からでも遅くありません!!懇切丁
寧に指導してもらえます。琴も貸し出
します。
活動日　第１・３水曜日
活動時間　午後１時～３時
場所　高麗川南公民館
費用　1,000円（月額）
問い合わせ　熊田☎985－5990

出かけて・参加してみませんか

ひ だ か
市民情報
ひ ろ ば

接種対象者数（Ａ） 接種完了者数（Ｂ） 接種率（Ｂ／Ａ）
１回目

５万3,365人
４万5,000人 84.3％

２回目 ４万4,784人 83.9％
３回目 ３万7,139人 69.6％
４回目 ２万0,959人 １万1,469人 54.7％

※新型コロナワクチンの接種状況の数値は、ワクチン接種記録システム（VRS）に入力された
数値を掲載しています。

新型コロナワクチンの接種状況
【８月21日現在・参考値】 　新型コロナワク

チン接種を希望す
る人は、担当まで
お問い合わせください。
問い合わせ
　�保健相談センターワクチン
接種推進担当
　☎978－7655
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I n f o r m a t i o n

く  ら  し  の 情 報
人　口（令和４年８月１日現在）

火災・救急（令和４年７月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急０件（12件）
■（　）内は、令和４年１月からの累計です。

261件（1,555件）

飯能日高消防署内（飯能市小久保291）
日曜日・祝日 夜　間 問い合わせ

内科・
小児科

午前９時～11時30分
午後１時30分～３時30分

午後８時～
９時45分 ☎971－0177

歯　科 午前９時～11時30分 なし ☎973－4114

総数

男 女

54,749人（－45人）

27,191人（－34人） 27,558人（－11人）

世帯数 24,600世帯（－３世帯）

■（　）内は、前月比です。

　不用品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償・無償、
取引方法等は当人同士で決めていただきます。

★ゆずります
そば・うどん打ちセット、子ども用いす、バスのお
もちゃ、着物、婚礼用草履・バッグ、剪

せんてい

定用はさみ、
業務用冷蔵庫、食洗機、振袖、学習机

★ゆずってください

拍子木、トロンボーン、自転車、芝刈機、物置

※交換の品物の情報は８月23日現在のものです。
※「ゆずります」への問い合わせは、毎月７日（土・日曜日の場
合は以後の平日）から受け付けます。
申し込み・問い合わせ　産業振興課商工観光担当

無 相料 談
相談種類 期日 時間 相談場所 予約 問い合わせ

法律相談 ９月16日（金） 午後１時～４時20分 生涯学習センター２階
９月７日
（水）から

総務課
人権推進・
市民活動担当
☎989－2111

10月６日（木） 市役所１階101会議室

女性相談 ９月22日（木）
10月13日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ９月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階
不要人権相談 ９月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

税務相談 ９月16日（金） 午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階 不要 税務課市民税担当
心配ごと相談
９月14日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

９月14日（水）
10月５日（水） 午前９時～正午

（面接相談）
総合福祉センター「高麗の郷」
（電話相談）☎985－9100

不要
日高市
社会福祉協議会
☎985－9100

法律相談
弁護士による相談（４人まで） ９月22日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

成年後見制度相談
司法書士・税理士・行政書士・社
会福祉士による相談（３人まで）

９月21日（水） 午後１時～午後４時 総合福祉センター「高麗の郷」 必要

ひとり親家庭
ハローワーク就労相談 10月11日（火） 午前10時30分～午後０時30分 市役所１階相談室 必要

子育て応援課
子育て応援担当
☎989－2111

ひとり親家庭
ふらっと相談室 ９月20日（火） 午前10時～正午 市役所１階相談室 必要

家庭児童相談
子育ての悩みや不安の相談
（性格、生活習慣、言語、非行、
虐待などの家庭内の問題）

月～金曜日
（祝日を除く） 午前９時～午後５時

（面接相談）市役所１階
　　　　　子育て応援課内
（電話相談）☎985－8118

不要

教育相談室 月～金曜日
（祝日を除く） 午前10時～午後５時

（面接相談）
生涯学習センター２階
（電話相談）☎989－7879

面接相談
のみ必要

教育センター
教育相談室
☎989－7879

労働相談 随時 午前10時～午後４時 市役所など（応相談） 必要 産業振興課
商工観光担当
☎989－2111

内職相談
内職に関する求職相談、
ハローワーク求人情報の提供

火曜日
（祝日を除く）

午前９時30分～正午
午後１時～４時 産業振興課 不要

消費生活相談
契約トラブル、多重債務など

月・火・水・金曜日
（祝日を除く）

午前10時～正午
午後１時～４時 市役所３階相談室 不要

消費生活
相談センター
（産業振興課内）

精神科医師による
こころの健康相談 10月19日（水） 午後１時30分～４時 保健相談センター 必要

保健相談センター
健康支援担当
☎985－5122

健康相談
乳幼児…身体測定、保育相談、
栄養相談（母子健康手帳持参）
成人…血圧測定、尿検査、健
康相談、栄養相談

第１～４水曜日 午前９時30分～11時15分 保健相談センター 不要

生活習慣病予防相談
血圧測定、尿検査、健康相談、
体脂肪測定、栄養相談など

10月４日（火）
　　　　31日（月） 午後（時間予約制） 保健相談センター 必要

※各
かくそうだん

相談の詳
しょうさい

細な内
ないよう

容は、市
し

ホームページまたは各
かくこうきょうしせつ

公共施設に置
お

いてある「日
ひ だ か し

高市＜市
しみんそうだん

民相談＞のご案
あんない

内」をご覧
らん

ください。
※【For�foreigners】Saitama�Information�&�Support（SIS）�tel:048－833－3296�（Saitama�International�Association）
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