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図書館のイベント

空調設備工事のため、
与野図書館の催し物はお休みです。

公 民 館 の 催 し 物

日時／11月28日㈯　14時～15時30分
会場／埼玉精神神経センター（中央区本町東）本館７Fシナプス
内容／インフルエンザ対策について
講師／小野田　敦浩氏（埼玉精神神経センター医師）
定員／50人（先着順）
申込み・問合せ／中央区北部圏域　地域包括支援センター
　　　　　　　　ナーシングヴィラ与野
　　　　　　　　 859･5375　 857･8532

インフルエンザの
予防と対策

地域包括支援センター

無料講座
　デジサポ埼玉（総務省埼玉県テレビ受信者支援センタ
ー）は、地上デジタル放送に関する説明会を区内の公共
施設等で開催します。
　日程や会場等は、総務省から各戸に配付された「あな
たの地域の地デジ説明・相談会のご案内」又はデジサポ
埼玉ホームページ（http://www.digisuppo.jp/index.
php/branch/saitama/14/）をご覧ください。
問合せ／デジサポ埼玉説明会事務局 823･8630　 823･8631
　　　　情報政策課 829･1048　 829･1986

地上デジタル放送の説明会
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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。

大戸児童センター （中央区大戸）向原児童センター （中央区下落合）

ドッジボール大会（小学生）

日時…11月28日㈯　10時～ 12時
申込み・問合せ…11月2日㈪9時から直接、

向原児童センターへ
　　　 ・ 834・6083

いきいきママ、すくすく相談

日時…11月27日㈮　11時～ 12時
対象…2歳～ 4歳の子どもとその
　　　保護者
問合せ…大戸児童センター
　　　 ・ 831・9536

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）

チビッコランド（幼児）

おおきなつみき、おおきなマット、
なが～いトンネルであそぼう！ 
日時…11月27日㈮　10時～ 12時30分
問合せ…与野本町児童センター
　　　　 855・5655　 855・5669

事業名・定員 日時 対象 内容 申込日

母
子
保
健

母親学級 12/１㈫・８㈫・18㈮
13:30～16:00（12/８㈫のみ９:45～13:00）

初めてお産する方で出産予定日が平成
22年１月20日～H22年５月18日の方

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 11/11㈬～

定員 33人（先着順）

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

22年５月18日以前の方とその夫
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 11/13㈮～

定員 20組（先着順）

離乳食教室
12/22㈫ 13:30～14:50 平成21年７・８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 11/17㈫～
定員 27人（先着順）

むし歯予防教室 12/10㈭ ①９:45～10:30
 ②11:00～11:45

平成20年７月～平成20年12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 11/12㈭～

定員 各10組（先着順）

育児相談
（乳児期）

11/５㈭ ①13:45～15:00
 ❷９:00～10:15
12/３㈭ ①９:00～10:15
 ❷13:45～15:00

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）

11/６㈮ ９:00～10:15 奇数月生まれの１歳～２歳未満のお子さん

12/４㈮ 13:45～15:00 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）

11/６㈮ 13:45～15:00 奇数月生まれの２歳～就学前のお子さん

12/４㈮ ９:00～10:15 偶数月生まれの２歳～就学前のお子さん

成
人
保
健

事業名・定員 日時 内容 申込み

健康相談（予約制） 月～金（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

事前に必ず電話連絡を
お願いします。

事業名・定員 日時 内容 申込み

おなかすっきり教室 11/19㈭
14:00～16:00

区内在住の64歳以下の方を対象に、家でもできる『ながら運動』を中心に
シェイプアップとメタボ対策の運動を楽しく身につける教室 電話で区保健センターへ

日時…①11月13日㈮　10時～ 11時30分　②11月15日㈰　10時～ 11時30分　③11月17日㈫　14時～ 15時30分　※時間はいずれも受付時間です
会場…①③中央区保健センター（中央区本町東）　②子育て支援センターうらわ（浦和区高砂　エイペックスタワー浦和・オフィス東館3F）
　　　なお、他区の会場でも参加できます。他区の日程等は上記までお問い合わせください。

問合せ…区支援課  3840・6061  6840・6166     子育て支援課  3829・1271  6829・1935今月のブックスタート今月のブックスタート

親子deクッキング　～パパ・ママと朝ごはんをつくろう！～
　親子で楽しく料理をつくりながら食生
活を見直し、朝食の大切さを学びましょう！
日時…12月19日㈯　10時～ 12時
対象・定員…区内在住で、小学３～６年

生の児童とその保護者・12組（先着順）
申込み・問合せ…11月16日㈪９時から電話又はファクスで区保

健センターへ

肥満予防教室
　メタボリックシンドロームなどの生活習慣病を予防・改
善するコツ（栄養・運動）について学びます
日時…11月28日㈯・12月５日㈯　全２回　９時30分～ 12時
対象・定員…区内在住で、64歳以下の方・20人（応募多数

の場合は抽せん）
申込み・問合せ…11月20日㈮までに電話又はファクスで

区保健センターへ
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