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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 １月18日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階

１月７日
（月）から

総務課
市民活動・
人権推進担当
☎989－2111

２月７日（木） 市役所１階相談室
女性のための法律相談 ２月21日（木） 午前10時～正午 市役所１階相談室

女性相談 １月24日（木）
２月14日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 １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 １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 １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
１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

１月９日（水）
２月６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 ２月14日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」１月31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

１月25日（金）
午前10時～午後４時

市役所１階相談室
不要

２月４日（月） 高萩公民館
出張ハローワーク
ひとり親家庭就労相談 ２月12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 ２月20日（水） 午後１時30分～４時 保健相談センター １月４日

（木）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

２月４日（月）
　　　　13日（水）
　　　　18日（月）
　　　　25日（月）
　　　　28日（木）

午後（時間予約制） 保健相談センター 必要
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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12月１日現在）

火災・救急（平成30年11月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急０件（19件）
■（　）内は、平成30年１月からの累計です。

182件（2,267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

56,037人（－43人）

27,961人（－15人） 28,076人（－28人）

世帯数 23,995世帯（－３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
子ども用勉強机（木製）、本棚、ウオーキングマシン、男
の子用冬物洋服（100㎝）、女の子用洋服（70㎝・150㎝）、
冬物洋服（100～110㎝）、ベンチコート（150㎝）、靴
（12.5㎝）

★ゆずってください
スキー用具一式（靴23～25㎝）、つば釜（一升炊き用）、グ
ラウンドゴルフセット（クラブ・ボール）

※交換の品物の情報は12月18日（火）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

■日高市おもちゃ病院
期日・場所
○１月12日（土）・高麗公民館
○２月 ９日（土）・高萩公民館
○３月 ９日（土）・高麗川南公民館
時間　午前９時～午後３時
　（受け付けは正午まで）
問�い合わせ　日高市おもちゃドクター

の会　追立☎04－2964－3027
■新春おひきぞめ会
　粗品を用意しています。
日時　１月13日（日）　
　午後０時30分～３時30分
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
人数　150人
問い合わせ　藤本流三味線　秀幾絵会
　藤本☎989－1413

参加してみませんか
■�託児付き！ママのためのリフレッシ
ュスクール
○�３か月で１曲大人初心者ピアノチャ
レンジ♪
日�時　１月16日・30日、２月13日・
27日、３月13日・27日の水曜日
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。
○�アロマクラフト作り
日�時　１月29日（火）、２月28日（木）、
３月８日（金）　午前10時～11時30
分
費用　1,200円

○フラダンス体験
日�時　２月８日（金）・14日（木）
　午前10時～正午
費用　500円
○�入園入学準備に名入れ消しゴムはん
こ作り
日�時　２月15日（金）
　午前10時～正午
費用　700円
○手打ちうどんデモンストレーション
日�時　３月７日（木）
　午前10時～正午
費用　500円
【共通事項】
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
申�し込み　１月４日（金）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
※１回300円でお子さんをお預かりで
きます。
問�い合わせ　こどもエコクラブ飯能日

高　小林☎090－7682－8294
■ゴルフで楽しく認知症予防
　シニアのためのゴルフスクール
　シニアの健康維持増進のためのシニ
アゴルフスクールです。
対�象　市内在住の65歳以上でゴルフ
未経験者、または１年以上ゴルフを
していない初心者の人
日�時・場所　
○�練習ステップ
　２月12日～３月19日の毎週火曜日　
　午前10時～11時30分
　ゴルフプラザデイヒルズ等

○コースステップ
　３月26日、４月２日の火曜日
　午後２時～４時
　日高カントリークラブ
人�数　10人（抽選）
費用　１レッスン2,500円×８回
申�し込み　１月８日（火）から２月３日
（日）の正午までに、電話で下記へ
問�い合わせ　日高カントリークラブ
　小俣☎989－1311
■新春ダンスパーティー開催
　新春を迎えすてきなダンス音楽で思
い切り踊りませんか。広いフロアで楽
しく踊りましょう。プロによるデモン
ストレーションもあります。
日�時　１月14日（祝）
　午後１時30分～４時30分
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
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
　○○☎○○○－○○○○。なかまを募集
■水彩画クラブ　弥生会
　水彩画の技術向上を目指し、さらに
は会員相互の親睦を図っています。経
験の有無は問いません。
日時　毎月第２・４金曜日
　午後１時～４時
場所　高萩北公民館
対象　成人
費用　月額1,500円
問�い合わせ　熊谷
　☎080－6721－5803

出かけてみませんか

文化体育館「ひだかアリーナ」
指定管理者　コナミスポーツ・毎日興業グループ　☎985－2090

開館時間　午前９時～午後９時
休�館日　１月１日（祝）～３日（木）・７日（月）・21
日（月）、２月４日（月）・18日（月）

日時　１月11日（金）　午後５時15分～６時15分
対象　小学１～６年生
持ち物等　運動しやすい服装、室内用運動靴
申�し込み　電話または直接文化体育館「ひだかアリー
ナ」へ

キッズHIP�HOPダンス無料体験会！
平成31年度登録申し込みは、１月31日（木）まで！
利用期間　４月～平成32年３月
申�し込み　必要書類を受け取り、登録申請書・名簿等
を直接文化体育館「ひだかアリーナ」に提出してく
ださい。登録証を発行します。

日高市体育施設開放

　１月13日（日）は正午まで文化体育館「ひ
だかアリーナ」駐車場の利用ができません。
市役所駐車場をご利用ください。


