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「ひだか市民情報ひろば」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３回南平沢カラオケ発表会
　聴く人の心に染みる「心歌」を目指
して練習しています。来場者には、粗
品とかわいい生花を差し上げます。
日時　11月９日（土）
　�午前10時受け付け、10時30分～午
後４時30分
場所　総合福祉センター「高麗の郷」
人数　100人
費用　無料
申し込み　不要（直接会場へ）
問�い合わせ　南平沢歌謡教室
　嶋田☎989－4555
■ラ・マンドリーナコンサート
　祝日の午後のひととき、マンドリン
&ギターの音色をお楽しみください。

日時　11月23日（祝）
　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�目　太陽がいっぱい、サウンドオブ
ミュージック、加山雄三メドレー
人数　600人
費用　無料
申し込み　不要（直接会場へ）
問�い合わせ　ラ・マンドリーナ
　南波☎985－0288
■第24回大正琴演奏会
　たくさんの方のご来場をお待ちして
おります。日頃の成果をお聞きくださ
い。随時会員募集中です。
日時　11月27日（水）
　午前11時開演
場所　文化体育館「ひだかアリーナ」
費用　無料

申し込み　不要（直接会場へ）
問�い合わせ　琴城流橡の会
　新井☎982－0568
　神田☎989－1716
■第７回高麗郡建郡歴史シンポジウム
日時　12月15日（日）
　午後１時～４時40分
場所　生涯学習センター
テ�ーマ　古代武蔵国の新羅郡と高麗郡
の成立の背景を探る！
内容　講演、パネルディスカッション
人数　150人（申し込み順）
費用　700円（資料代等）
申�し込み　11月５日（火）以降に、電
話またはFAXで下記へ
問�い合わせ　（一社）高麗1300事務局
（日本高麗浪漫学会）
　山田☎978－7432、　978－7452

出かけて・参加してみませんか

ひ だ か
市民情報
ひ ろ ば

市ホームページであなたも情報発信してみませんか？
投稿はとっても簡単！

市ホームページトップ画面の
「ひだか市民情報ひろば」を

クリック！

利用規約を確認し、
「投稿する」ボタンを

クリック！

必須項目を入力し、
内容を確認してから

送信！

① ② ③
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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15日（金） 午後１時～４時30分 生涯学習センター２階

11月7日
（木）から

総務課
市民活動・
人権推進担当
☎989－2111

12月５日（木） 市役所１階相談室
女性のための法律相談 12月19日（木） 午前10時～正午 市役所１階相談室

女性相談 11月28日（木）
12月12日（木） 午後１時～３時40分 市役所１階相談室

行政相談 11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 11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 11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
11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

11月13日（水）
12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 12月12日（木） 午後１時～２時20分 総合福祉センター「高麗の郷」 11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

11月12日（火）
午前10時～午後４時

高麗公民館学習室
不要

11月29日（金） 市役所１階相談室
出張ハローワーク
ひとり親家庭就労相談 12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）

精神科医による
こころの健康相談 12月18日（水） 午後１時30分～４時 保健相談センター 11月１日

（金）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

12月４日（水）
　　　　17日（火）
　　　　26日（木）

午後（時間予約制） 保健相談センター 必要

※各
かくそうだん

相談の詳
しょうさい

細な内
ないよう

容は、市
し

ホームページまたは各
かくこうきょうしせつ

公共施設に置
お

いてある「日
ひ だ か し

高市＜市
しみんそうだん

民相談＞のご案
あんない

内」をご覧
らん

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（令和元年10月１日現在）

火災・救急（令和元年９月）

休祝日・夜間診療所、歯科診療所

火災 救急３件（25件）
■（　）内は、平成31年１月からの累計です。

222件（1,922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

55,731人（－16人）

27,748人（－２人） 27,983人（－14人）

世帯数 24,134世帯（+15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

三輪車（大人用）、成人式の着物一式、食器棚、整理タンス各種、
キッチンテーブル、木製のシングルベッド、電気こたつ

★ゆずってください

シルバニアファミリー、乗用玩具（幼児用）、犬用ケージ

※交換の品物の情報は10月23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


