度が適用される医療費の一部
負 担 金（ 高 額 療 養 費 な ど の 法
定給付や他の公費負担医療制
度から支給される金額を除
く）
住所や保険証が変わったら
登録申請をしている人で、住
所・加入医療保険・振込口座・
身体障がい者手帳等の記載内容
に変更があった場合、生活保護
の受給開始・廃止があった場合、
施設の入所・退所があった場合
には変更届の提出が必要です。
平成 年１月１日以降に登録申
請をした人
毎年９月中に所得審査等を行
い、結果を通知します。助成の
対象となる人には、新しい受給
者証を９月中にお送りします。
問い合わせ 保険年金課国民年
金・ 医 療 費 担 当（ １階 ④ 番 窓
口）

令和３年度彩の国
埼玉環境大賞の候補者募集

募集

31

環境保全などに取り組む個人、

団体、環境負荷低減などに取り
今月の市役所マルシェ
組む事業者を埼玉県知事が表彰
２０２１
します。
日高市産の農産物等をこの機
応募資格 県内で活動する個人、
団体、事業者
会にどうぞ。
※自薦、他薦は問いません。
販売品目は市公
応募方法 詳細を県ホームペー
式ＬＩＮＥでお知
ジで確認の上、 月１日㈮ま
らせします。
でに左記へ
日時 ９月 日㈬
午前 時 ～ 午 後 ２時（ 売 り 切
問い合わせ 県環境政策課
☎０４８ ８３０ ３０１９
れ次第終了）
※前月と開催時間が異なります。
場所 市庁舎玄関
※マイバッグをお持ちください。
問い合わせ 産業振興課農政担
当

イベント
日高市三道大会の開催中止
新型コロナウイルス感染症拡
大防止の観点から、毎年開催し
ている日高市三道大会は、開催
を中止することにしました。ご
理解いただきますようお願いし
ます。
問い合わせ 日高市スポーツ協
会（生涯学習課内）
☎９８９ ２１１１

もくせいの会「おはなし会」

市公式LINE

「日高もくせいの会」による
子ども対象のおはなし会です。
日時 ９月 日、 日の日曜日
午前 時 分から
場所 生涯学習センター
内容 絵本の読み聞かせ、紙芝
居
費用 無料
申し込み 不要（直接会場へ）
問い合わせ 市立図書館
☎９８５ ５１２１
26

※問い合わせ・申し込みは各公民館へお願いします。
※時間やコースを変更する場合があります。

楽しく歩こう！10月の定例健康ウォーキング！
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10

遠足気分で巾着田へ

南小畔川沿いを歩く

日時 10月１日（金） 午前９時～正午ごろ
集合・解散 高麗川南公民館
人数 15人（申し込み順）
申し込み ９月14日（火）から、高麗川南公民館へ
（当日申し込み不可）

日時 10月16日
（土） 午前９時～正午ごろ
集合・解散 高萩公民館
人数 15人
（申し込み順）
申し込み ９月14日
（火）
から、高萩公民館へ
（当日申し込み不可）

18

さいたま泌尿器・
ひふ科クリニック

オシッコでお悩みの方はこちらへ➡０４２
（９７８）９５９１

広 告
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30 12

10

－

重度心身障がい者の
医療費を助成していま す
重度の障がいのある人に、医
療費の自己負担分を助成してい
ます。助成を受けるには、あら
かじめ受給資格の登録申請が必
要です。
対象 国民健康保険などの各種
医療保険に加入し、次のいず
れかに該当する人
①身体障がい者手帳１～３級を
所持している人
②療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂを所持し
ている人
③精神障がい者保健福祉手帳１
級を所持している人
④ 歳
 以上の人で埼玉県後期高
齢者医療広域連合の障がい認
定を受けている人
※平成 年１月１日以降に新た
に障がいの程度が該当の等級に
なった 歳以上の人は対象外と
なります。
※平成 年１月１日から、一定
以上の所得がある人は、助成の
対 象 外 と な り ま し た。 た だ し、
平成 年 月 日までに受給資
格を登録し、引き続き対象の障
がいに該当する人は、令和４年
９月 日までは従来どおり助成
の対象となります。なお、次回
一斉更新
（令和４年 月）
からは
毎年所得審査を行います。
対象となる医療費 医療保険制

10

高萩公民館
☎989－2145
高萩北公民館 ☎989－7322

高麗川南公民館 ☎989－1000
高麗川公民館 ☎989－9110

10

－

27

65

31

12

－

－

65

30

30

ご利用ください。
期日・場所
〇 月２日㈯・高麗公民館
〇 月 日㈯・ 生涯学習センター
〇 月 日㈰・高萩北公民館
時間 午前９時～正午
対象 昭和 年５月 日以前に
着工された木造２階建て以下
の一戸建て住宅など
人数 各 人（申し込み順）
申し込み 住宅の間取りが分か
る 図 面（ 建 築 確 認 申 請 に 添 付
さ れ た 図 面 等 ）を ９月 日 ㈭
までに直接、左記へお持ち下

９月７日
（火）
以降に、
電話または直接下記へ

９月10日
（金）以降に、
電話または直接下記へ

さい。
問い合わせ 都市計画課建築指
導・開発指導担当

申し込み

ィングノートの活用術を学びま
す。Ｍｙ エンディングノートを
作って、家族に感謝や希望を伝
えましょう！
日時 ９月 日㈭、 月８日㈮
午後１時 分～３時（全２回）
対象 成人
人数
人（申し込み順）
講師 川畑静美さん
費用 １０００円（教材費）
持ち物 筆記用具
申し込 み ９ 月 ６ 日 ㈪ 以 降 に、
電話または直接左記へ
場所・問い合わせ 高麗川南公
民館☎９８９ １０００

20人
（申し込み順）

30 30

10

無料耐震診断相談会

対象 成人
講師 ヤクルト「おなかマスター」
費用 無料
持ち物 筆記用具

っとブレイクしませんか？
１回目はメンタルヘルスの観
点から、誰もが実施できるヨガ
セラピーを理論と実践両面から
学びます。
※各回申し込みの４回シリーズ
を予定しています。
日時 ９月 日㈯
午前 時～ 時 分
対象
代～ 代の女性
人数
人
（申し込み順）
講師 東洋大学総合情報学部総
合情報学科教授 加藤千恵子
さん
費用 無料
持ち物等 動きやすい服装、タ
オル、筆記用具、ヨガマット
（持っている人）
申し込み ９月８日㈬から 日
㈭までに、電話または直接左
記へ
場所・問い合わせ 高麗公民館
☎９８９ ２３８１

14人
（申し込み順）

14

市では、木造住宅を対象とし
た無料耐震診断相談会を開催し
ます。当日は、木造住宅等の耐
震診断・施工業務に携わってい
る建築士に相談できる良い機会
です。
申し込みの際にお預かりした
図面をもとに、耐震診断技術者
の講習会を受講した市職員が事
前診断を行い、相談会当日に診
断 結 果 を お 渡 し し ま す。 ぜ ひ、

人数

30

10月６日
（水）
午前10時～11時

31

日時

10月８日
（金）
午前10時～11時30分
※ゆうゆうカレッジ開
催事業。腹話術終了後の
開催となります。

24 23

56

10

健康を支えるためには、腸を丈夫にすることが重要です。
「健腸長寿」の考えを学び、免疫力をアップさせましょう。

10 10 10

おなか元気教室

－

ミニギャラリー情報（文化体
育館「ひだかアリーナ」内）
高麗郷風景水彩画
日時 ９月 日㈬まで
問い合わせ 高麗郷土舎 加藤
☎９８２ ０１２２
日高写友会展
日時 ９月 日㈭～ 日㈬
問い合わせ 鯉沼
☎９８２ ０８９４
第９回日高市消防団防火ポスタ
ーコンクール応募作品展
日時 ９月 日㈮～ 月８日㈮
問い合わせ 危機管理課防災・
消防担当
美術作品等の展示ができます
展示は２週間を限度に無料で
展示できます。
申し込み方法など、詳しくは
左記へお問い合わせください。
問い合わせ 生涯学習課生涯学
習担当

女性のためのリラックスたいむ①

終活セミナー
エンディングノート活用術

16

「ヨガで学ぶメンタルヘルス」

30

老後の安心のために、自分ら
しい生涯を送るために、エンデ

20 20 10

毎日家事・育児、仕事等を頑
張っている女性の皆さん！ちょ

武蔵台公民館
☎982－2950

場所・
高麗川南公民館
問い合わせ ☎989－1000

日高市出身の弁護士が相続・離婚・刑事事件等のご相談を承ります。
連絡先 ☎ 048-640-1707 弁護士 下地謙史

コモンズ法律事務所

広 告
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