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鈴谷公民館
〒338-0013 鈴谷7-5-11
Ｔ859･7322　Ｆ859･7323
上落合公民館
〒338-0001 上落合6-9-3
Ｔ852･3132　Ｆ852･3147

大戸公民館
〒338-0012 大戸3-14-21
Ｔ832･5495　Ｆ824･3308
下落合公民館
〒338-0002 下落合5-4-17
Ｔ・Ｆ854・3411

与野本町公民館
〒338-0004 本町西1-14-12
Ｔ・Ｆ853･6007公民館の講座公民館の講座

名　　称 日　　時 対象・定員 費用・申込み

鈴
谷

子育てサロンりんりん ６/８㈭　10:00～11:30 ０～６歳の子どもと
その保護者・30組 当日直接同館へ

人権講座
「落語から学ぶ人権」 ６/23㈮　10:00～11:30 20歳以上の方・150人 ６/２㈮から直接、電話又はファクスで（先着順）

大
戸

介護予防事業
「姿勢・骨盤体操」

７/20～８/３の毎週木曜日
10:00～12:00（全３回） 65歳以上の方・20人 往復はがきで、７/３㈪（消印有効）まで（抽選）

親の学習事業
「パソコンでカレンダーを作ってみよう」 ７/28㈮　10:00～12:00

小学生とその保護者
８組 ７/10㈪までに直接、電話又はファクスで（抽選）

与
野
本
町

夏休み子どもカレッジ
「茶道体験教室」 ７/24㈪　10:00～11:30 小学生・15人 費用：300円（抹茶・お菓子代）

６/20㈫までに電話又はWEBで（抽選）
夏休み子どもカレッジ
「粘土でオリジナルキーホルダーをつくろう」 ７/25㈫　10:00～12:00 小学生・20人 費用：250円（材料代）

往復はがきで、６/20㈫（消印有効）まで（抽選）

上
落
合

親の学習事業
「簡単！もろやま華うどんづくりに挑戦」」 ７/１㈯　10:00～12:30 小学１～３年生の親子 費用：600円（材料代）

往復はがきで、６/20㈫（消印有効）まで（抽選）
子育てサロンスペシャル
「らくらくおんぶだっこでお悩み解決」 ７/11㈫　10:00～11:30

０～６歳の子どもと
その保護者・30組

６/13㈫～30㈮までに直接、電話、ファクス
又はWebにて（先着順）

下
落
合

親の学習事業
「親子ふれあいセミナー」

７/６㈭　９:30～11:30
　 13㈭　10:00～11:30
　 （７/６のみ託児付き）

未就学児とその保護者
12組

往復はがき又はWebで６/16㈮（消印有効）
まで（抽選）

●Webとは、さいたま市Webサイト「さいたま市生涯学習情報システム」のことです。
●そのほかの各公民館の学級・講座については公民館だより及びさいたま市のホームページでお知らせしています。
●往復はがき（１講座につき１人１通のみ）には①講座名・②住所・③氏名（ふりがな）・④性別・⑤電話番号・⑥年齢（小学生は学年）をご記入ください。
●お子さんと一緒に参加の講座・託児付の講座については⑦お子さんの名前（ふりがな）・⑧性別・⑨年齢・月齢（○歳○ヶ月）・学年もご記入ください。
●費用の記載が無い場合は無料です。
●応募者多数の場合は抽選、申込み期間終了後、定員に満たない場合は、先着順で電話での受付も行います。
●〔往復はがき〕6月1日から郵便料金改定のため、124円のものをご使用ください。

図書館の催し
●与野図書館（中央区下落合5-11-11）●

Ｔ853・7816　Ｆ857・1946
■あかちゃんおはなし会
日時●６月21日㈬　10時～
 ６月28日㈬　10時～
対象●６か月～２歳11か月の子どもとそ

の保護者
定員●各10組（先着順）
申込み●６月７日㈬の９時から、直接又

は電話にて与野図書館まで
■こども映画会
日時●６月10日㈯　11時～
上映作品●「そばの花のさいた日」13分
 　　「みんなで作った虹のつり橋」21分
対象●４歳～小学生とその保護者
■小さい子向けおはなし会
日時●６月14日㈬　10時～

 ６月28日㈬　15時30分～
対象●２～４歳の子どもとその保護者
■おはなしこども会
日時●６月14日㈬　16時～
 ６月28日㈬　16時～
対象●５歳～小学生とその保護者
■親子で楽しむおはなしの世界
日時●７月１日㈯　11時～
対象●４歳以上の子どもとその保護者

●与野図書館西分館（中央区桜丘2-6-28）●
Ｔ854・8636　Ｆ854・8694

■小さな子のためのおはなし会̶わらっこ
日時●６月８日㈭　10時30分～
対象●１～３歳の子どもとその保護者
定員●10組（先着順）
申込み●６月５日㈪の９時から、直接又

は電話にて与野図書館西分館まで
■紙芝居ひろば
日時●６月17日㈯　11時～
対象●３歳～小学生とその保護者
■おはなし会
日時●７月１日㈯　11時～
対象●２歳～小学生とその保護者

●与野南図書館（中央区大戸6-28-16）●
Ｔ855・3735　Ｆ855・6173

■えほんの会
日時●６月21日㈬　15時～
対象●２歳～小学生とその保護者

～平成28年度交通安全標語コンクール入賞作品～今月の交通安全標語
入賞　運転手　見えるライトで　消える事故　与野本町小学校　高瀬大也さんの作品

問合せ　さいたま市交通安全保護者の会（母の会）中央支部事務局（区くらし応援室内）　Ｔ840・6027　Ｆ840・6162
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※会場名がない事業は、中央区保健センターが会場です。

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

申し込みは、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。
※育児相談の時間は受付時間です。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

事業名・定員 日時 対象 内容 申込み

母
子
保
健

出産前教室 ①7/20㈭ 9:50～15:30
②7/29㈯ 9:15～12:40
※全2日間の教室

初めてお産する方で出産予定日が
H29.9/8～H30.1/4の方とその夫
（①は妊婦、②は妊婦と夫）

①妊娠・出産・育児についての話、
調理実習、歯科健診等
②安心して育児ができるような話や、
赤ちゃんの抱っこ、おむつ交換の実習

6/13㈫
9:00～

定員 30組（先着順）

育児学級 7/11㈫ 9:30～11:30 H29年3・4月生まれの
赤ちゃんとその保護者

育児について友達づくりをしながら
楽しく学ぶ

6/9㈮
9:00～定員 45組（先着順）

離乳食教室 7/14㈮ 13:30～14:50 H29年2・3月生まれの
赤ちゃんの保護者 離乳食の進め方とお口のケア 6/12㈪

9:00～定員 27人（先着順）

むし歯予防教室 7/5㈬ ①  9:45～10:30
 ②11:00～11:45

H28年2月～7月生まれの
お子さんとその保護者 むし歯予防の話と歯みがき方法 6/8㈭

9:00～定員 各10組（先着順）

育児相談
（乳児期） 6/28㈬ 9:30～10:30 1歳未満の赤ちゃん

身長・体重測定、保健師・助産師・管
理栄養士・歯科衛生士による育児相
談やその他心配ごとの相談など
※乳児と幼児のごきょうだいの方は、乳
児期・幼児期どちらでもお越しいただけ
ます。

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
（幼児期） 6/29㈭ 9:30～10:30 1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 保健師、管理栄養士、歯科衛生士による個別の相談 事前に必ず

連絡をお願いします。

毎年6月は食育月間です
今年度の食育の目標は「食文化や地の物を伝えあ
い食べる」です。
体験を通して食への関心を高めたり、家庭や地域に
根ざした食文化を学び、継承することも食育です。

●さまざまな体験活動を通して、豊かな食に対す
る興味や関心を高めましょう。

●地域農業への理解を深め、地域の食材に親しみ
ましょう。

●家庭や地域の味、旬の味を食文化として共有し
ながら、次の世代へ受け継ぎましょう。

この月間をきっかけに、実践度をチェックしてみ
ましょう。

□地域でとれた旬の
　食材を購入している

□行事食を楽しみ
　味わっている

□さいたま市の特産を
　３つ以上言える

6月4日から10日は、歯と口の健康週間です
食べることは健康の基本です。その「食べる
こと」を支えているのは歯やお口の健康です。
生涯からだもお口も健康で過ごすために、歯
や口腔の健康づくりに取り組んでみません
か？
詳しくは、WEBサイト「さいたま市健康なび
歯の健康」をご覧ください。

さいたま市健康なび 検索

インニャーマッスル教室
～鍛えて美しくしなやかに～

日時■7月2日㈰　9時15分～12時
内容■体脂肪・筋肉量測定、運動初心者向けの深層部の筋肉を鍛え

る運動。歯科医師による口腔チェック、口腔清掃実習

対象■区内在住の18～64歳の方

定員■20人（先着順）

申込み・問合せ■ 6月5日㈪9時から、
区保健センターへ



<<
  /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 true
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /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 ([')
  >>
  /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


