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「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

■武蔵高萩駅前さくらまつり
日時　４月６日（土）
　午前10時～午後５時30分
場所　武蔵高萩駅前さくら口（南口）
内�容　高萩囃子、よさこい踊りなど
問�い合わせ　武蔵高萩駅前さくら保存

会　松本☎989－2029
■小さな美術館のアーティストたち展
日�時　４月10日（水）～14日（日）　午

前９時～午後４時（最終日３時まで）
場所　高麗郷古民家
内容　切り絵等約50点の展示
問�い合わせ　小さな美術館　吉岡
　☎982－2787
■日高市おもちゃ病院
期日・場所
○４月13日（土）・高麗川公民館
○５月25日（土）・武蔵台公民館
○６月 ８日（土）・高萩北公民館
受付時間　午前９時～正午
問�い合わせ　日高市おもちゃドクター

の会　松本☎989－7108
■コスモス会絵画展
日時　４月26日（金）～５月３日（祝）
　午前９時～午後５時
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
展示内容　油彩、水彩、アクリル画等
問�い合わせ　絵画サークル・コスモス

会　長澤　☎982－2034
■福扇会舞踊の祭典
日�時　４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」
問�い合わせ　福扇会　岡田
　☎989－3498

参加してみませんか
■日高市チャリティゴルフ大会
　チャリティ収益金の一部を日高市緑
の基金に寄附します。
日�時　４月15日（月）
　午前８時～午後５時
対象　代表者が市内在住・在勤の人
（代表者以外は、市外の人でも参加可）
人数　200人
費用　１人16,320円（昼食代を含む）
�申�し込み　１組３人以上、市内在住・

在勤の人を代表として、４月12日
（金）までに電話で下記へ
場�所・問い合わせ　日高カントリーク
ラブ☎989－1311

■�日高市民バドミントン大会
日�時　４月28日（日）　午前９時から
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
参�加資格　ペアのうち１人が市内に在
住・在勤・在学であること
種�目　一般男女ダブルス１～４部（４
部は初心者）、シニアの部50歳以上、
シニアの部60歳以上、小学生の部
A部（５・６年生）・B部（１～４年生）

費�用　一般ペア（大学生含む）3,000円、
高校生ペア・連盟員ペア2,000円、
高校生以下ペア2,000円（当日集金）
申�し込み　４月６日（土）までに、郵送
またはFAXで下記へ
問い合わせ　〒350－1213
　大字高萩719－17　後藤喜美雄
　☎・ 989－5746
■春季市民ソフトテニス大会
日時　５月５日（祝）（予備日12日（日））
　�午前７時45分受け付け、８時20分
開会式
場所　高萩北中学校テニスコートほか
対�象　市内に在住・在勤・在学する中
学生以上の人、または連盟会員
費�用（１チーム）　一般・大学生3,000
円、高校生600円、中学生無料（当
日集金）　
申�し込み　４月21日（日）までに電話
またはFAXで下記へ
問�い合わせ　日高市ソフトテニス連盟　
相馬☎・ 985－8837

■�日高市春季テニス大会
期�日　【男子単】５月11日（土）・18
日（土）【男子複一般】５月12日（日）
【女子単】５月18日（土）【女子複一
般】５月19日（日）【男子複55歳以
上、女子複50歳以上】５月25日（土）
場所　日高総合公園
対�象　市内に在住・在勤または在クラ
ブの人（重複参加可）
費�用　一般参加者・男女単複１組
2,000円、高校生以下1,000円
�申�し込み　郵便振替用紙に種目・住所・
氏名・電話番号を明記し、「00120
－４－346447日高市テニス協会」宛

てに４月12日（金）までに納入
問�い合わせ　日高市テニス協会
　川口☎080－7718－3510
■ＭＹフィットネス無料体験
　有酸素運動にストレッチ、音楽に合
わせ楽しく健康な体を作りましょう。
日�時　４月の毎週金曜日　午前10時
～正午（複数回の体験参加も可）
場所　高麗川公民館
対象　成人女性
持ち物　室内用運動靴、飲み物
申し込み　不要（直接会場へ）
問い合わせ　西嶋☎090－1217－4016

なかまを募集
■日高太極拳クラブ
　転ばない体づくり。練習後は心もリ
フレッシュ！始めてみませんか。
日時　第１～４水曜日　午後７時～９時
場所　高麗公民館
費用　月額2,000円
問�い合わせ　木村☎090－5998－1621
■正泉会
　基本から始め、一人一人の個性を伸
ばすいけばなの教室です。
日時　毎月第１土曜日
　午前10時～11時30分
場所　高麗川公民館
対象　小学生～成人
講師　龍生派　島村正泉さん
費用　月額1,000円
問�い合わせ　横山☎090－2158－7453
■DCステップ
　社交ダンス入門のサークルです。ダ
ンスの楽しさと基礎技術を学びます。
日時　毎週火曜日　午後７時～９時
場所　高麗公民館
費用　入会費1,000円、月額1,500円
問�い合わせ　石黒☎985－3846
■日高ジュニアソフトテニスクラブ
　明るく元気にソフトテニスの初歩を
一歩から学び楽しむクラブです。
日時　毎月第１・２・４土曜日
　午後１時30分～４時
場所　高根中学校テニスコート
対象　小学生男女
人数　20人程度
費用　年額6,000円
問�い合わせ　才穂☎070－5595－2859

出かけてみませんか

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 ４月19日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階

４月８日
（月）から 総務課

市民活動・
人権推進担当
☎989－2111

５月９日（木） 市役所１階相談室
女性のための法律相談 ５月16日（木） 午前10時～正午 市役所１階相談室

女性相談 ４月25日（木）
５月９日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 ４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 ４月19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 ４月19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 ４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
5月8日は精神保健福祉士に
よるこころの相談も行います

５月８日（水）
６月５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 ５月９日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」４月18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

４月26日（金） 午前10時～午後４時 市役所１階相談室 不要

出張ハローワーク
ひとり親家庭就労相談 ５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

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、健康相談、
体脂肪測定、栄養相談など

５月９日（木）
　　　　20日（月） 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31年３月１日現在）

火災・救急（平成31年２月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急３件（８件）
■（　）内は、平成31年１月からの累計です。

208件（473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

56,012人（－42人）

27,938人（－24人） 28,074人（－18人）

世帯数 24,046世帯（－２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
庭石、子ども用勉強机（木製）、学習机、和タンス（木製）、
洋タンス、五月人形、オーディオシステム、尺八セット、
御詠歌セット、犬用ゲージ、ベンチコート（150・160㎝）、
男の子用フォーマルスーツ（120㎝）、男の子用ジャケッ
ト・ズボン（130㎝）

★ゆずってください
鉄鍋、子ども用寝袋、スキーセット（160㎝）、畳ベッド（セ
ミダブル）、男の子用自転車（22・23・24インチ）

※交換の品物の情報は３月20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


