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I n f o r m a t i o n

く  ら  し  の 情 報
人　口（平成30年５月１日現在）

火災・救急（平成30年４月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

総数

火災 救急

男 女

56,224人（±０人）

３件（８件）
■（　）内は、平成30年１月からの累計です。

飯能日高消防署内（飯能市小久保291番地）

221件（889件）

28,058人（＋８人） 28,166人（－８人）

世帯数 23,965世帯（+62世帯）

日曜・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

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15日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階

６月７日
（木）から 総務課

市民活動・
人権推進担当
☎989－2111

７月５日（木） 市役所１階相談室
女性のための法律相談 ７月19日（木） 午前10時～正午 市役所１階相談室

女性相談 ６月28日（木）
７月12日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ６月15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15日（金） 午前10時～正午
午後1時～３時30分 生涯学習センター２階

不動産相談 ６月15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15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13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13日（水）
７月４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 ７月12日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」６月28日（木）から
出前相談（秘密厳守）
生活での困りごと、経済的問
題、ひきこもりなど

６月22日（金） 午前10時～午後４時 市役所１階相談室 不要
日高市自立相談支援セ
ンター（日高市社会福
祉協議会内）

出張ハローワーク
ひとり親家庭就労相談 ７月10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

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
☎985－5122

生活習慣病予防相談
血圧測定、尿検査、体脂肪測定、
健康相談、栄養相談など

７月２日（月）
　　　　11日（水）
　　　　24日（火）

午後（時間予約制） 保健相談センター 必要
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■（　）内は、前月比です。

申し込み・問い合わせは
産業振興課商工観光担当☎989－2111
　不用品等の情報を希望者にご紹介する制度です。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
土鍋、照明器具、ガス炊飯器、ホットプレート（円形）、
シュレッダー、除湿器、プリンター、水着（成人女性用）、
女性用革靴（黒・24.5㎝）、犬・猫用ゲージ（持ち運びタ
イプ）、食器棚、ダブルベット、４人掛け食卓テーブル・
椅子、額（31×40㎝、24×28㎝）、盆栽（松・梅など）

★ゆずってください
調理道具、空気清浄機、とび箱（６段まで）、家庭用掃除機、
高麗川中学校ジャージ・体操着（Ｌサイズ）、高麗川中学
校男子制服（冬服上下・夏ズボン）、臼・きね（餅つき用）、
幼児用パズル・絵本

※交換の品物の情報は５月23日（水）現在のものですので、
内容に変更がある場合があります。
※「ゆずります」への問い合わせに関しては、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。

「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「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　市政情報課市政情報担当 市民情報ひろば

■ラ・マンドリーナコンサート
　日曜日の午後のひととき、ラ・マン
ドリーナの音色をお楽しみください。
日�時　６月10日（日）
　午後１時開場、１時30分開演
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
曲�名　コンドルは飛んでいく、真珠採
りのタンゴ、カントリーロード、手
紙、真っ赤な太陽ほか
費用　無料
問い合わせ　ラ・マンドリーナ
　南波☎985－0288

参加してみませんか
■サマーダンスパーティー
　初夏の季節に、すてきなダンス音楽
で思い切り踊ってみませんか。
日�時　７月１日（日）
　午後１時30分～４時30分
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
※ミキシング、飲み物、お楽しみ抽選
会があります。
費用　1,000円
問�い合わせ　ハピローズダンスクラブ
　高橋☎982－2756
■第31回市民卓球大会団体戦
日�時　７月８日（日）　午前８時50分
開場、９時20分開会式
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
種�目
〇男子の部　ペアマッチ（２単１複）
　�１チーム２人編成とする。ただしや
むを得ない場合は３人でも可。
〇�女子の部　団体戦（３複）
　�１チーム３人編成とする。ただしや
むを得ない場合は４人でも可。
※男女とも一般と学生の混戦です。
対�象
〇�男子の部：２人のうち、１人は市内
在住・在勤・在学者であること
〇�女子の部：３人のうち、２人は市内
在住・在勤・在学者であること（３
人目は在市内クラブであれば市外者
でも可）
試�合方法　リーグ戦とその順位別トー
ナメント戦、その他友好試合
※ゼッケンを着用してください。

費�用（当日集金）
〇�一般男子１チーム1,000円、中学生
男子１チーム600円
〇�一般女子１チーム1,500円、中学生
女子１チーム900円
申�し込み　電話またはFAXで下記へ
問�い合わせ　日高市卓球連盟事務局
　小西☎・ 989－1893
■お楽しみ読み聞かせ会
　月１回（第３火曜日）に、読み聞かせ・
工作をしています。
日時　６月19日（火）
　午前10時30分～11時30分
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
対象　どなたでも
人数　20人程度
費用　無料
申し込み　不要（直接会場へ）
問�い合わせ　こどもエコクラブ飯能日
高　小林☎090－7682－8294
■ジョギング教室＆ランニング教室
日時　７月１日（日）
　午前10時～正午
場所　日高総合公園
内容・対象（小学生以上）
○ジョギング教室
　初級コース：これから走り始めたい人
　中級コース：走力の向上を図りたい人
○ランニング教室
　�レースに挑戦したい人、ランニング
技術を習得したい人
講�師　陸上競技協会会員、元実業団選
手
費用　無料
持�ち物等　走れる服装、汗ふき用タオ
ル等
※飲み物は協会で準備します。
申�し込み　６月16日（土）までに、文
化体育館「ひだかアリーナ」または
各公民館へ
問い合わせ　日高市陸上競技協会
　村本☎090－1607－6416
■日高市夏季テニス大会
期�日　７月８日（日）
　予備日15日（日）、22日（日）
場所　日高総合公園
種目　一般男子複・女子複
資格　次の全ての要件を満たす人
①市内在住・在勤・在クラブの人

②�過去２年間日高市春・秋季大会で１
位トーナメントに出場していない人
③前回の夏季大会の優勝者でない人
費�用　一般１組2,000円、高校生以下
１組1,000円
申�し込み　郵便振替用紙に、住所・氏
名・電話番号を明記し、費用を「振
替番号00120－４－346447日高
市テニス協会」宛てに６月８日（金）
（必着）までに納入
問い合わせ　日高市テニス協会　新美
　☎090－2462－5753

なかまを募集
■手まり
　つるし飾りで利用する古布でお花や
動物などを作りませんか。
日時　第４火曜日　午前９時～正午
場所　武蔵台公民館
費用　月額1,000円
問い合わせ　水谷☎982－0255
■ソフトエアロビ
　初心者の方でも大丈夫。楽しくステ
ップを踏みましょう。
日�時　毎週火曜日
　午後７時30分～８時30分
場所　高萩公民館
費用　月額2,000円
問い合わせ　犬竹☎985－8692
■日高陳式太極拳のひろば
　陳式太極拳（老架、八式）、練功十八
法を練習します。剛柔合わせ持ち、静
かに流れるような陳式太極拳をまるご
と学びませんか。
日時　毎週木曜日
　午前11時～午後１時
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
費用　月額2,000円
問い合わせ　永井
　☎080－5683－7028
■マイ体操　STEPS
　体幹トレーニングできれいで健康な
体に。音楽に乗せてリズム体操も楽し
めます。
日時　毎週金曜日　午前10時～正午
場所　高麗川南公民館
対象　女性
費用　月額2,000円
問い合わせ　森☎989－8750

出かけてみませんか


