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図書館の催し

■こども映画会

■おはなしこども会

■小さい子向けおはなし会

■あかちゃんおはなし会

■朗読ライブ ザ 西分館

■小さな子のためのおはなし会－わらっこ

■紙芝居ひろば

■おはなし会

■こども映画会

■えほんの会

公 民 館 の 催 し 物

（節電対策のため、中止する場合があります）

児
童
セ
ン
タ
ー
の

お
知
ら
せ

与野本町児童センター （中央区本町東）

０歳児あつまれ！

ふれあい遊びとお友達づくりなど
日時…毎週水曜日　11時～ 11時30分
対象…０歳児とその保護者
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855･5655
　　　　 855･5669

向原児童センター （中央区下落合）

親子のふれあい遊びと
お友達づくりなど
日時…９月９日㈮　11時～ 11時30分
対象…０歳児とその保護者
持ち物…バスタオル
問合せ…向原児童センター
　　　　 ・ 834・6083

大戸児童センター （中央区大戸）

ハイハイサロン

ふれあい遊びと保護者どうしの
仲間づくりなど
日時…毎週木曜日　10時30分～ 11時
対象…４～ 10か月の乳児とその保護者
問合せ…大戸児童センター
　　　 ・ 831・9536

おつむてんてん



C H U O   2 0 1 1 . 9
5

中央区保健センターからのお知らせ 中央区本町東4-4-3
申込み・問合せは

3853・5251
6857・8529

申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象。
各学級の参加は、お一人のお子さんに対して1回のみ。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

会場名がない事業は、中央区保健センターが会場です。

事業名・定員 日時 対象 内容 申込み
ヘルシー栄養教室
～変身! メニューも身体も

アレンジ自在～
10月21日㈮
10:00～13:00

区内在住の64歳以下の方
※無料託児（0歳～未就園児:先着6人）

1品料理のアレンジのコツを
調理実習を通して身につける 9/15㈭～

定員 12人（先着順）

ふたごの集い 10月7日㈮
10:00～11:30

①就学前のふたご以上のお子さんとその保護者
②ふたご以上を妊娠している方（妊娠16～29週）

ふたご以上のお子さんを
育てている保護者の方の交流会 9/14㈬～

事業名・定員 日時 対象 内容 申込み

母
子
保
健

母親学級 10/4㈫・13㈭・27㈭
13:30～16:00（13㈭のみ9:45～13:00）

初めてお産する方で出産予定日が
H23.11/20～H24.3/17の方

妊娠･出産・育児などについて友達を
作りながら楽しく学ぶ 9/8㈭～

定員 33人（先着順）

両親学級
10/22㈯ 9:15～12:00 初めてお産する方で出産予定日が

H24.3/17以前の方とその夫
安心して育児ができるような話や、
赤ちゃんのおふろの実習 9/12㈪～

定員 20組（先着順）

離乳食教室
10/24㈪ 13:30～14:50 H23年5・6月生まれの

赤ちゃんの保護者 離乳食について楽しく学ぶ 9/13㈫～
定員 27人（先着順）

むし歯予防教室 10/20㈭ ①  9:45～10:30
 ②11:00～11:45

H22年5月～H22年10月生まれの
お子さんとその保護者

むし歯予防のために規則的な食生活
や正しい歯みがき習慣を身につける 9/9㈮～

定員 各10組（先着順）

育児相談
（乳児期）

  9/  5㈪ ①13:30～14:30
 ❷  9:30～10:30
10/14㈮ ①  9:30～10:30
 ❷13:30～14:30

①偶数月生まれの1歳未満の赤ちゃん
❷奇数月生まれの1歳未満の赤ちゃん

身長・体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士等による育児相談やその
他心配ごとの相談など

※乳児期・幼児期にごきょうだいの
いる方は、乳児期・幼児期どちらの
日程にお越しいただいてもかまいま
せん

当日、
直接会場へ

持ち物:
母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

育児相談
（1歳～2歳未満）

  9/  6㈫   9:30～10:30 奇数月生まれの1歳～2歳未満のお子さん

10/17㈪ 13:30～14:30 偶数月生まれの1歳～2歳未満のお子さん

育児相談
（2歳～就学前）

  9/  6㈫ 13:30～14:30 奇数月生まれの2歳～就学前のお子さん

10/17㈪   9:30～10:30 偶数月生まれの2歳～就学前のお子さん

成
人
保
健

事業名 日時 内容 申込み

健康相談（予約制） 月～金曜日（祝日を除く）
9:00～16:30

健康に関する相談・体重・体脂肪・血圧測定　歯や口腔
くう

の健康に関する相
談と歯みがき指導　保健師、管理栄養士による個別の食事・生活相談

事前に必ず電話で
連絡をお願いします

食生活改善推進員養成講座を開催します

食生活を見直し、健康づくりの輪を広げる食生活改善推進員の養成講座です

日時・会場…下表のとおり（6日間で1コース）
対象…市内在住で食生活改善推進員となってボランティア活動

を行う意欲のある方
定員・費用…80人（先着順）・無料
申込み…9月2日㈮の9時から、電話でお住まいの区の保健センターへ

日時 会場 内容

10/18㈫ ９:50～14:30 浦和区
保健センター 講義

10/25㈫ ９:50～15:30 大宮区役所 講義
11/１㈫ ９:50～12:10 与野体育館 講義・運動実技

11/８㈫ ９:50～13:40 大宮・見沼・浦和区
保健センター 講義・調理実習

11/15㈫ ９:50～12:20 大宮区役所 講義・グループワーク

11/22㈫ ９:50～15:30 浦和区
保健センター 講義 問合せ…区選挙管理委員会事務局（区総務課内）

　　　　 840・6014　 840・6160

任期…
平成23年7月1日～
平成27年6月30日
（敬称略）

委　員　長 近　藤　一　良
委員長職務代理者 中　澤　洋　一

委　　　員
小　池　宏　明
五位野　悦　子

アロマ・ヨガ教室
お子さんと離れて、ヨガでリラックス
※お子さん同室での参加はできません。
日時…10月27日㈭　10時～12時（受付9時45分～）
対象…区内在住の実施日に1歳未満のお子さんの母親
定員…15人（応募多数の場合は抽せん）
申込み…往復はがきで9月30日㈮（必

着）までに区保健センターへ
※結果は全員に通知します。（往復はがきの書き方は
ホームページ又はちらしでご確認ください。）

託児無料



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b0027005b67005c0f30d530a130a430eb30b530a430ba005d00270020306b57fa3065304f005d0020753b97624e0a3067306e8868793a3001307e305f306f96fb5b5030e130fc30eb308430a430f330bf30fc30cd30c330c87d4c7531306790014fe13059308b305f3081306e002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c306a308f305a300130d530a130a430eb30b530a430ba306f67005c0f9650306b306a308a307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


