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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 11月19日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階
11月８日

（月）から
総務課
人権推進・
市民活動担当
☎989－2111

12月２日（木） 市役所101会議室

女性相談 11月25日（木）
12月9日（木） 午後１時～３時40分 市役所101会議室

行政相談 11月19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 11月19日（金） 午後１時～３時30分 生涯学習センター２階
税務相談 11月19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
11月10日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

11月10日（水）
12月１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） 11月18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
と社会福祉士による相談

（3人まで）
11月17日（水） 午後１時～４時

ひとり親家庭
ハローワーク就労相談 12月14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 11月16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）
精神科医による
こころの健康相談 12月15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30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

12月１日（水）
　　　　24日（金） 午後（時間予約制） 保健相談センター 必要

※各
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ください。
※【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10月１日現在）

火災・救急（令和３年９月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急0件（13件）
■（　）内は、令和３年１月からの累計です。

183件（1,881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

54,978人（－15人）

27,323人（－16人） 27,655人（＋１人）

世帯数 24,435世帯（＋４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
室内用トレーニングマシーン、観葉植物、コンポス
ター、シングルベッド、布団（上下セット）、運動器具、
仏壇、敷布団

★ゆずってください
キックバイク（子ども用）、制服・ジャージ（高萩中女
子）、自走式草刈機（不動可）

※交換の品物の情報は10月21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

開館時間　午前９時～午後７時
休 館 日　11月29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

図書館アンケートにご協力を
　図書館を利用する皆さんの満足度を把握し、図書館
サービス向上の参考とします。
日時　11月８日（月）～28日（日）
場所　市立図書館

おはなしポケット
大きい子向け
日�時　11月６日、12月４日の土曜日
　午前11時から
小さい子（未就園児）向け
日�時　11月中の毎週水曜日（３日を除く）
　12月１日（水）　午前11時から

図書館映画館「金曜シネマ」
上映作品　「ピーターラビット」（95分）・吹替
日時　11月19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

『腰痛ひざ痛が消えるつま先の使い方』

著者：岡田慎一郎　出版社：産業編集センター
　つま先を意識するだけで、痛くな
い体が手に入る！つま先をポイント
として、全身を連動させる動きの根
本を踏まえながら、基本動作の見直
しや、腰・ひざの痛みを解消するた
めの体の使い方を紹介。

『フェルトのかわいいごっこ遊び』

出版社：ブティック社
　フェルトの柔らかい手触りは、小
さな子供のおもちゃにぴったり。い
ちご狩り、魚釣り、パン屋さん…。
フェルトで作る、ごっこ遊びのおも
ちゃをたくさん紹介します。コピー
して使える実物大の型紙付き。

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

○各教科・領域ごとの「高萩北小中一貫教育カリキュラム」作成に向けた小中合同研修会の実施
○�小中の段差を小さくするための「高萩北小・中生活のきまり」作成と、「授業スタイル・話形の共通化」に向
けた話し合い
○�重点課題である「あいさつ」の向上のための、小中合同あいさつ運動への取り組みと、中学校生徒によるデ
ザインの「小中一貫シンボルマーク」の策定

小中共通目標【目指す15歳像】
「明日をひらき　のびゆく　輝多っ子」
知：自ら学び続ける子
徳：相手の気持ちを考え行動できる子
体：進んで運動を楽しめる子

小中一貫教育の取り組み

令和２年度実績（実施日：６月５日、７月22日、10月８日、12月10日、２月９日）
　�小中学校経営方針の検討・承認、高萩北地区小中一貫教育の方針、学校運営協議会「目指す15歳像」設定の
検討と承認、学校運営協議会で取り組む内容の熟議（児童生徒に望むこと、学校に望むこと、地区住民に望む
こと）、地域学校協働本部の立ち上げにかかる地域への趣旨説明と協力依頼、小中一貫校シンボルマークにつ
いて、学校評価項目の承認と実施、令和３年度当初人事および教育計画の承認・本会議活動計画の策定

高萩北地区学校運営協議会の取り組み

問い合わせ　学校教育課
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