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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 ６月18日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階
６月７日

（月）から 総務課
人権推進・
市民活動担当
☎989－2111

７月１日（木） 市役所１階相談室

女性相談 ６月24日（木）
７月８日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ６月18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 ６月18日（金） 午前10時～正午
午後１時30分～３時30分 生涯学習センター２階

不動産相談 ６月18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 ６月18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
６月９日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

６月９日（水）
７月７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 ６月17日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」 必要
出張ハローワーク
ひとり親家庭就労相談 ７月13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 ６月15日（火） 午前９時30分～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）
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30分 保健相談センター 不要 保健相談センター
健康支援担当
☎985－5122

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

７月12日（月）
　　　　30日（金） 午後（時間予約制） 保健相談センター 必要
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※【For foreigners】Saitama Information & Support（SIS） tel:048－833－3296 （Saitama International Association）

I n f o r m a t i o n

く  ら  し  の 情 報
人　口（令和３年５月１日現在）

火災・救急（令和３年４月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急２件（５件）
■（　）内は、令和３年１月からの累計です。

212件（883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

55,118人（－24人）

27,382人（+２人） 27,736人（－26人）

世帯数 24,400世帯（+25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
ひな人形、スーツケース、冬用タイヤ、鎧かぶと、破魔矢、
スタンドこいのぼり、編み機、オルガン、杯・とっくり、
文化帯、ロボット掃除機、マッサージチェア、北方謙三
文庫本

★ゆずってください
だるまストーブ、食堂テーブル、たかはぎ幼稚園の体操服、
家庭菜園グッズ、日高高校男子ブレザー（３Lサイズ）、た
んす

※交換の品物の情報は５月20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

『日本の装束解剖図鑑』
著者：八條忠基　　出版社：エクスナレッジ
　
　朝廷や公家、武家の人びとが身に
まとっていた「装束」に隠されたル
ーツや着こなし、文様の意味、時代
背景を徹底解説。古代から現代に至
るまでの有職故実の世界を色鮮やか
にひもときます。

『カラーボールペン画入門』
著者：オガワヒロシ　　出版社：日貿出版社
　
　文字を書くような感覚で、絵を描
いてみませんか。４色ボールペンで
描く子猫、クラシックカーから、多
色使いの静止画、風景画、人物画ま
で、22作例とともにボールペン画
の描き方を解説します。

新刊図書案内� 図書館流通センター（新刊全点案内）より引用

開館時間　午前９時～午後７時
休 館 日　６月28日（月）
※新型コロナウイルス感染症の状況に
より変更となる場合があります。

☎985－5121
市立図書館から市立図書館から

図書館映画会「金曜シネマ」
上映作品　「マチネの終わりに」（124分）
日時　６月18日（金） 　午前10時から
費用　無料
申し込み　電話または直接市立図書館へ
※入場制限をする場合もあります。

一般向け文化講座
「『方言漢字』の聖地・埼玉県ー身近な文字の方言を考えるー」

　

　今年は市制施行30周年です。日高市にも存在する
珍しい方言漢字に触れ、地域の歴史と文化を考えてみ
ませんか？
日時　６月27日（日）　午後２時～４時
対象・人数　成人・30人（申し込み順）
講師　八潮の地名から学ぶ会　昼間良次さん
費用　無料
申�し込み　６月７日（月）以降に、電話または直接市立

図書館へ

館内企画展示
一般向け（カウンター前）
期間　６月27日（日）まで
展示内容　「嗚呼、素晴らしき漫画の世界！」
　 図書館でも人気の漫画を所蔵しています。好きな漫

画、知らなかった漫画、読んでみたい漫画…どんな
漫画が見つかるでしょうか。楽しく展示します！

児童向け（児童コーナー）
期間　７月25日（日）まで
展示内容　「とり・鳥・BIRD」
　 私たちの身近にいる鳥のこと、皆さんはどれくらい

知っていますか？外国の珍しい鳥からいつもよく見
かける鳥まで、いろいろな鳥の本を紹介します。

おはなしポケット
大きい子向け
日�時　７月３日（土）　午前11時から
小さい子（未就園児）向け
日�時　６月中の毎週水曜日、７月７日（水）
　午前11時から

連続児童文化講座
「スライドでめぐる児童文学の世界」

　世界中で愛され読まれ続けている名作の中に登場す
る実際の舞台やゆかりの土地、作者の生まれ故郷など
を図書館にいながら、スライドの画像とおはなしでめ
ぐりませんか。物語の世界を楽しみながら、旅気分も
味わえる講座です。

対象・人数　成人・15人（申し込み順）
講師　中央大学名誉教授　池田正孝さん
費用　無料
申し込み　電話または直接市立図書館へ

　文化体育館「ひだかアリーナ」に、リサイクル
図書貸し出しコーナー「くりくりとしょ」を設置
しました。皆さんから寄贈していただいた本を活
用し、手続き不要で貸し出し、ご利用いただける
小さな図書館です。読み終わったら、元に戻して
いただくだけです。気軽にご利用ください。

日時 内容
７月２日（金）
午前10時～正午

ラドヤード・キプリング作
『プークが丘の妖精パック』（光文社）

11月12日（金）
午前10時～正午

アラン・ガーナ―作
『プリジンガメンの魔法の宝石』
（評論社）

２月４日（金）
午前10時～正午

ヒュー・ロフティング作
『ドリトル先生航海記』（岩波書店）
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