費用●800円
（材料費）
申 込 み ●9月17日 ㈫ 10時 〜10時
15分に、
直接同公民館へ（応募多数
の場合は抽せん）

【岩槻を1日で楽しもう】

岩槻3施設連携イベント
日時…10月20日㈰ 10時〜17時
会場・内容
●岩槻駅東口コミュニティセンター
コンサート鑑賞
●コミュニティセンターいわつき
昼食調理
●ふれあいプラザいわつき
軽運動体験
※他に岩槻城址公園での散策も予
定しています。
対象・定員…市内在住の60才以上
の方 20人
費用…1，500円（先着順）
申 込 み …9月4日 ㈬ 10時 か ら、
直接岩槻駅東口コミュニティセ
ンター2階受付へ

●岩槻北部公民館
3795・1881 6794・6073

※各事業とも応募多数の場合は抽せん
茶道体験入門
（裏千家）
〜日本の文化にふれてみませんか〜
日時●10月10日・17日 木曜日（全
2回） 10時〜12時
対象●市内在住・在勤の成人の方
定員●20人
（2回分のお菓子代）
費用●700円
申 込 み ●9月12日 ㈭ 10時 〜10時
15分に、
直接同公民館へ
普通救命講習
（AED）
日 時 ●10月31日 ㈭ 9時30分 〜12
時30分
対象●市内在住・在勤の成人の方
定員●20人
申 込 み ●9月19日 ㈭ 10時 〜10時
15分に、
直接同公民館へ

問合せ
岩槻駅東口コミュニティセンター
3758・6500 6758・6521

3758・3100 6758・5101

子育てサロン「まんまる」
日時●9月19日㈭ 10時〜12時
対象●乳幼児とその保護者
申込み●当日、直接同公民館へ
シニア健康体操教室
「健康体操岩槻本丸（後期）
」
日 時 ●11月5日 〜12月17日 火 曜
日
（全7回） 10時30分〜12時
内容●気功太極拳
対象・定員●概ね65歳以上の方 30人
申 込 み ●9月17日 ㈫ 10時30分 〜
10時45分に、直接同公民館へ（応
募多数の場合は抽せん）

●岩槻本町公民館
3757・6043 6758・8040

季節の料理教室（小松菜料理）
日時●10月1日㈫ 9時30分〜12時
対象・定員●区内在住・在勤の方 24人

●岩槻東部図書館

3756・7855 6758・8039

3756・6665 6756・8222

「シニア体操 後期 健康太極拳」
日 時 ●10月3日 〜12月12日 木 曜
日
（全10回） 10時〜11時30分
対象・定員●市内在住概ね65歳以上
の方 30人
申込み●9月19日㈭ 9時45分〜10時
15分までに、直接同公民館へ （応募
多数の場合は抽せん、電話不可）

＊交通事情により
訪問予定時刻に到
着しない場合があ
13日
11日
金
ります。雨天の場
27日
25日
合巡回が中止とな
ります。
＊駐車場がありま
６日
４日
金
せ ん の で、車 で の
20日
18日
来場はご遠慮くだ
＊詳しくは、大宮西部図書館
（ｌ664・4946 ｊ667・7715）
へお問い合わせください。 さい。
巡回時間
10:20 10:50
11:10 11:40
13:20 13:50
14:10 14:40
10:30 11:30
13:20 13:50
14:10 15:00

曜日

◎図書館ホームページ http://www.lib.city.saitama.jp/
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3757・2523 6758・5100

●岩槻城址公民館

●移動図書館巡回カレンダー
巡回場所
浮谷市営住宅
和土住宅
ＪＡ南彩川通支店
大戸自治会館
センターフィールド浦和美園（緑区）
釣上新田南自治会館
大門坂下公園（緑区）

●岩槻図書館

初心者テニス教室
日 時 ●9月25日 〜10月16日 水 曜
日（全4回） 9時30分〜11時（予備
日10月23日水曜日）
対象・定員●区内在住･在勤の方 16
人
（先着順）
費用●500円（ラケット・シューズは
各自で用意）
申込み●9月4日㈬ 9時〜17時に、同
公民館へ
（電話可）

3798・7620 6797・0458

●岩槻本丸公民館

図書館

あかちゃんおはなし会
日時●9月13日・27日 金曜日（全2回）
11時〜11時30分
会場●子育て支援センターいわつき
（岩槻駅東口コミュニティセンター4階）
対象･定員●0〜2歳児とその保護者
20組
（当日先着順）
おはなしかごの「ちいさなおはなし会」
日時●9月19日㈭ 11時30分〜12時
会場●岩槻図書館おはなしコーナー
対象●幼児とその保護者
第三土曜日のおはなし会
日時●9月21日㈯ 11時〜11時30分
会場●岩槻図書館おはなしコーナー
対象●幼児・小学生〜大人

●岩槻南部公民館

公民館

「パソコン入門講座‑2」
日時●10月9日㈬〜11日㈮ 全3回
13時30分〜16時
対象・定員●市内在住・在勤・在学の
方でパソコンが初めての方 14人
（教材費）
費用●1,000円
申込み●9月25日㈬ 9時45分〜10
時15分までに、
直接同公民館へ（応
募多数の場合は抽せん、
電話不可）
「四季のうたごえ‑2」
日時●10月17日㈭ 10時〜11時45分
対象・定員●市内在住・在勤・在学の
方 100人
申込み●10月3日㈭ 9時から、同公
民館窓口で整理券を配付（1人1枚、
先着順）

9月

10月

おはなし会
日時●9月18日㈬ 11時〜11時30分
会場●ふれあいプラザいわつき 会
議室1
対象●幼児と保護者

児童センター
●岩槻児童センター
3・6757・4545

※9月16日は祝日ですが開館してい
ます。23日は休館日です。
赤ちゃんサロン
日時●9月毎週木曜日 10時30分から
内容●親子のふれあいあそびとフリ
ートークを中心としたサロンです。
対象●0〜1歳児とその保護者
あそぼうデー（リズムダンス・手あそび等）
日時●9月毎週水曜日 10時30分から
対象●1〜3歳児とその保護者

岩槻区保健センター からのお知らせ

岩槻区本町3-2-5
申込み・問合せは

・各事業の申込みは、各指定日午前 9 時からです。また、区内在住の方が対象です。
・母子保健の各学級の参加は、親子 1 組に対し 1 回のみ。・相談は電話でも行っています。
会場名がない事業は、岩槻区保健センター （ワッツ東館４階）が会場です。
１０時前に保健センターにお越しの際は、岩槻駅側エスカレーターか駅前通り側のエレベーターをご利用ください。

事業名

産婦・新生児訪問

日時

内容

随時
（土日・祝日を除く
8:30~17:15）

事業名・定員
両親学級

母

定員 20組
（先着順）

離乳食教室

子

定員 20人
（先着順）

むし歯予防教室
定員 10組
（先着順）

対象

10/５㈯ 9:15〜12:00

初めてお産をする方で出産予定日が
H26年3月18日以前の方とその夫

９/５㈭〜

10/16㈬ 13:30〜15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H25年５・６月生まれの赤ちゃん
の保護者

９/９㈪〜

10/17㈭ 10:00〜10:45

むし歯予防のための食生活や
歯みがき習慣を身につける

H24年５月〜10月生まれのお子さん
とその保護者

９/10㈫〜

1歳未満の赤ちゃん

保

内容

健

育児相談（幼児期）

９/27㈮ 9:30〜10:30

身長・体重測定、保健師・管理
栄養士・歯科衛生士などによ
る育児相談やその他心配ごと
の相談

公民館等育児相談

９/２㈪
10/１㈫

持ち物：母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

成人保健

事業名

9:30〜10:30

日時

申込み

1歳から就学前のお子さん

当日、直接、
会場へ。

乳幼児

内容

随時（土日・祝日を除く）
9:00〜16:30

申込み

保健師、管理栄養士、歯科衛生士による健康に関する相談

事前に電話で
保健センターへ

★ソーシャルクラブ★メンバー募集

パワーヨガ
〜ダイエットや筋力アップに効果的〜

ソーシャルクラブは、統合失調症などで通院している方が月3回創作活動や
レクリエーションなどを通じて、社会参加に向けグループ活動する場所です。

日時…10月10日㈭ 10時〜 12時
対象・定員…区内在住の女性18人（先着順）

対象者…①ご本人の参加意欲があり、原則として家族の協力が得られる方

持ち物…飲み物、汗拭きタオル

②自力での通所が可能な方

※更衣室がないため、運動できる服装でお
越しください。

③主治医より参加可能と認められた在宅療養
中の精神障害者（主に統合失調症）

申 込 み …9月6日 ㈮
9時から電話で保健
センターへ

費

用…原則無料（ただし、外出時の交通費や創作物
の材料費がかかることがあります。）

申込み・問合せ…直接保健センターへ
問合せ 3７９８・６６００

■９月の岩槻医師会休日当番医
１日…野口皮膚科（皮）

本町3−1−1
ワッツ西館２Ｆ

3７４９・６７６８

８日…田中ファミリークリニック
（整・内・リハ・リウ）

鹿室987−1

3７９４・０６０６

15日…はしもと皮膚科（皮）

南辻20−1

3８７６・９００９

16日…じんの小児科（小）

本町1−8−11

3７５６・８１８１

22日…林整形外科（整・リハ・リウ）

本町3−7−6

3７５６・８５５５

23日…小児科竹田クリニック（小）

西町4−1−6

3７４９・７００７

29日…細田医院（内）

母子健康手帳別冊に添付の
「出生連絡票」の訪問希望
「有」に○をつけ、郵送するか
電話で保健センターへ

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

９/26㈭ 9:30〜10:30

健康相談

申込み

生後28日以内の赤ちゃんとそ
の母親（里帰り出産で期間内に
市内に居住している方も含む）

育児相談（乳児期）

（ふれあいプラザいわつき）

6790・0259

対象

助産師又は保健師の訪問
による赤ちゃんの体重測定
および育児相談

日時

3790・0222

本町3−13−10

3７５６・６４５１

がん検診PRに
ヌゥが来るよ！
10月3日㈭ワッツ東館にて、がん検診
ＰＲティッシュの配布を行います。ヌゥ
も来るのでみんな会いに来てね♪

〜ヌゥ登場時間〜
10：15、13：15、16：15
（各30分程度を予定しています）

※変更の場合がありますので、各医院に電話で確認の上ご来院ください。
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