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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 ９月21日（金）
午後１時～４時30分

生涯学習センター２階

９月７日
（金）から 総務課

市民活動・
人権推進担当
☎989－2111

10月４日（木） 市役所１階相談室
女性のための法律相談 10月18日（木） 午前10時～正午 市役所１階相談室

女性相談 ９月27日（木）
10月11日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ９月21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21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21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12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12日（水）
10月３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 10月11日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」９月27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

９月28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

９月11日（火）
10月９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）

精神科医による
こころの健康相談 10月17日（水） 午後１時30分～４時 保健相談センター ９月３日

（月）から

保健相談センター
☎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

10月３日（水）
　　　　15日（月）
　　　　26日（金）

午後（時間予約制） 保健相談センター 必要
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人　口（平成30年８月１日現在）

火災・救急（平成30年７月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急１件（12件）
■（　）内は、平成30年１月からの累計です。

241件（1,483件）

飯能日高消防署内（飯能市小久保291番地）
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

総数

男 女
56,134人（－53人）

28,003人（－21人） 28,131人（－32人）
世帯数 23,996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
乗馬マシン、野球練習用ユニフォーム（Ｍサイズ・150cm）、食
卓テーブル、２段ベッド、トウの寝具、トウの敷物、小学生用机・
椅子、屋久杉の座卓、勉強机、コーナーボード（棚）、節句人形、
羽子板、パソコンラック

★ゆずってください
調理道具、とび箱（６段まで）、男の子用自転車（20～24インチ）

※交換の品物の情報は８月22日（水）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☎989－2111

「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　市政情報課市政情報担当

ひだか
市民情報ひろば

■第５回日高市書道連盟展
　作家として活動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。筆文字の魅力を楽しんでくださ
い。
日�時　９月23日（祝）～25日（火）
　午前10時～午後５時
　（最終日は正午まで）
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
■第18回日高市絵画連盟展
　油彩・水彩・アクリル・水墨・日本
画など、100点余りを展示します。
日�時　９月26日（水）～10月１日（月）
　午前10時～午後５時
　（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　日高市絵画連盟　神保
　☎982－2170
■�第３回横手アートフェスタ
　横手地区で芸術活動をしている人た
ちの作品を展示します。ぜひ、ご覧く
ださい。
日時　９月28日（金）～10月２日（火）
　午前10時～午後４時
　（最終日は午後３時まで）
場所　横手公会堂
問�い合わせ　横手アートフェスタ実行
委員会　黒木☎090－3800－3394
■�日高歌謡愛好会第35回歌の発表会
　会場でお待ちしています。
日�時　９月30日（日）　正午開場
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
費用　無料
※先着200人に粗品を差し上げます。
閉会後、福引抽選会があります。
問�い合わせ　日高歌謡愛好会　相崎
　☎985－1334
■日高・みどりの会
　第12回環境ボランティア活動展
　みんなで日高市の環境、地球の環境
を考えよう。市内環境活動６団体のパ
ネル展示と日高市の自然環境保全につ
いて講演会を行います。
　多くの方の参加をお待ちしています。
日�時　９月30日（日）　午前11時～午

後４時（講演会は午後１時から）
場所　日高総合公園
講�演会テーマ・講師　「総合公園のい
きもの」増嶋長一さん
問�い合わせ　日高・みどりの会　広川
　☎985－7382
■日高市舞踊連盟寿会の発表会
　終演後お茶を用意しています。
日�時　10月14日（日）
　午前10時30分開場、11時開演
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
費用　無料
問�い合わせ　日高市舞踊連盟寿会
　花山☎989－1334

参加してみませんか
■2018みんひろ展示参加へのお誘い
　日高市民活動情報サロン「みんひろ」
では、今年も日高市民まつり・あいあ
いまつりで、ボランティア・市民活動
グループをスライドショー、パネル、
冊子で展示・紹介します。ぜひ、ご参
加ください。
内容・費用
○スライドショー（データ提出）　無料
○パネル展示（Ａ３片面２枚）　300円
○�配布用冊子（Ａ４両面可200枚）
　300円
申�し込み　９月14日（金）までに日高
市社会福祉協議会☎985－9100へ

問�い合わせ　みんひろ　石井
　☎989－6129
■ママのためのリフレッシュスクール
　家事に育児に頑張っているママたち
に託児付きリフレッシュ講座を用意し
ました。
○�３か月で１曲大人初心者ピアノチャ
レンジ♪
日�時　９月13日・27日、10月11日・
25日、11月８日・22日の木曜日
費用　１回800円（30分レッスン）
※場所、時間はお問い合わせください。
○�ホイップたっぷりカップケーキソー
プ作り
日�時　９月25日（火）
　午前10時～11時30分
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
人数　８人
費用　800円（１つ追加600円）

○アロマハンドトリートメント
日�時　９月27日（木）、10月30日（火）、
11月９日（金）
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
費用　600円
※時間はお問い合わせください。
○�描きたい絵を描いてみよう！大人の
気ままなお絵かき教室
日�時　10月23日（火）
　午前10時～正午
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
人数　５人
費用　1,000円
※好きな絵の切り抜き等をお持ちくだ
さい。
【共通事項】
申�し込み　９月５日（水）午前10時以
降に、氏名・講座名をショートメー
ルまたは電話で下記へ
※託児は１回300円です。お子さんの
名前・年齢をお知らせください。
問�い合わせ　こどもエコクラブ飯能日
高　小林☎090－7682－8294

なかまを募集
■埼玉県カラオケ愛唱会
　月２回、日曜日に練習会をしていま
す。楽しいサークルです。ご入会をお
待ちしています。
日時　月２回日曜日
　午前10時～午後４時30分
場所　高萩公民館
費用　月額1,500円
問い合わせ
　大橋☎080－3427－3517
■ＦＲＳサークル
　初めてでも大丈夫！楽しくヒップホ
ップを踊りませんか。
日時　毎週水曜日（５週目を除く）
　午後５時～６時30分
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
対象　年長～小学６年生
内容
入門：�初心者でもできる基礎的なダンス
初級：イベントに向けて振りを覚える
費用　１回500円
　（初回体験レッスン無料）
問い合わせ
　高橋☎090－9249－0403

出かけてみませんか

く ら し の 情 報


