申込みの必須事項…①行事名②郵便番号・住所③氏名（ふりがな）④電話番号
抽 …応募多数の場合は抽せんの事業です。

公民館
●岩槻本丸公民館
3758・3100 6758・5101

子育てサロン「まんまる」
日時●1月15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
抽 バラで彩るバレンタインのフラワー
アレンジメント
日時●2月9日㈪ 10時〜12時
対象・定員●市内在住・在勤の方 16人
費用●2,500円
申 込 み ●1月20日 ㈫10時 〜10時15
分に直接同公民館へ
抽 歴史講座 大河ドラマ
「花燃ゆ」
日時●2月13日・20日・27日 金曜日
（全3回） 10時〜11時30分
対象・定員●市内在住・在勤の方 50人
申込み●1月30日㈮10時〜10時15分
に直接同公民館へ

●岩槻本町公民館
3757・6043 6758・8040
抽 シニア健康体操教室 後期
日時●1月19日〜3月9日 毎週月曜日
（全8回） 10時〜11時30分
内容●QOL（生活の質）維持の健康体操
対象・定員●区内在住で65歳以上の
方 30人※年度内（前期・中期）の
受講者は申込みできません。
申込み●1月5日㈪10時〜10時15分
に、直接同公民館へ
抽 フランス料理教室
日時●2月6日㈮ 10時〜12時
内容●「キッシュ」を作る
対象・定員●区内在住・在勤の方 24人
費用●950円
（材料費）
申 込 み ●1月23日 ㈮10時 〜10時15
分に、直接同公民館へ

●岩槻南部公民館
3798・7620 6797・0458
抽 パンづくり教室

対象・定員●区内在住・在勤の方 16人
費用●800円（材料費）
申込み●1月14日㈬9時〜17時に、同
公民館へ（電話可）

●岩槻北部公民館
3795・1881 6794・6073
抽 バレンタイン子どもお菓子作り＆

子育てで大切にしたいこと
日時●2月14日㈯ 10時〜12時
内容●お菓子作りと親同士の語り合い
対象・定員●区内在住の小学生とそ
の保護者 20組
費用●800円（材料費）
申 込 み ●1月14日 ㈬10時 〜10時15
分に、直接同公民館へ
抽 男のキッチン
日時●2月23日㈪ 10時〜13時
内容●缶詰を使った簡単料理など
対象・定員●区内在住・在勤で成人の方
16人
費用●1,000円
（材料費）
申込み●2月2日㈪10時〜10時15分
に、
直接同公民館へ

●岩槻城址公民館
3756・7855 6758・8039

四季のうたごえ
日時●1月28日㈬ 10時〜11時45分
内容●四季折々の抒情歌やフォーク
ソングを楽しく歌う
対 象・定 員 ● 市 内 在 住・在 勤 の 方
100人
（先着順）
申込み●1月14日㈬9時より同公民
館にて整理券配布（1人1枚）
パソコン相談サロン
日時●1月20日㈫ 13時30分〜16時
内容●パソコンの操作に関する相談
（初心者向け）
対象・定員●市内在住、在勤でパソコ

日時●2月4日㈬ 9時30分〜12時30分

ン操作が途中でわからなくなって
しまった方 20人
申込み●当日13時30分〜15時に、直
接同公民館へ
抽 パソコン入門講座
日時●2月4日㈬・5日㈭・6日㈮
（全3回） 13時30分〜16時
内容●基本操作、文字入力を学ぶ
対象・定員●市内在住、在勤の成人で
パソコン操作が初めての方 14人
費用●1,000円
（教材費）
申込み●1月21日㈬9時45分〜10時
15分に、直接同公民館へ

図書館
●岩槻図書館
3757・2523 6758・5100

あかちゃんおはなし会
日時●1月9日㈮・23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
対象・定員●0〜2歳児とその保護者
20組
（先着順）
※あかちゃんおはなし会のボランテ
ィアを随時募集しています。
おはなしかごの「ちいさなおはなし会」
日時●1月15日㈭ 11時30分〜12時
対象●幼児とその保護者
第三土曜日のおはなし会
日時●1月17日㈯ 11時〜11時30分
対象●幼児・小学生〜大人

●岩槻東部図書館
3756・6665 6756・8222

おはなし会
日時●1月21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・小学生とその保護者

児童センター
●岩槻児童センター
3・6757・4545

●移動図書館巡回カレンダー
＊交通事情により
訪問予定時刻に到
着しない場合があ
16日
13日
金
ります。雨天の場
30日
27日
合巡回が中止とな
ります。
＊駐車場がありま
9日
6日
金
せ ん の で、車 で の
23日
20日
来場はご遠慮くだ
※詳しくは、大宮西部図書館
（Ｔ664・4946 Ｆ667・7715）
へお問い合わせください。 さい。
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）

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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1月

2月

岩槻諏訪公園であそぼう
日時●1月22日㈭ 11時〜11時40分
（現地集合、現地解散、雨天中止）
対象●未就学児とその保護者
内容●ダンス・手遊び・ふれあいあそびなど
親子で一輪車タイム
日時●毎週日曜日 9時30分〜10時30分
対象●幼児〜小学生とその保護者
持ち物●うわばき・タオル

岩槻区保健センター からのお知らせ

岩槻区本町3-2-5

・各事業の申込みは、各指定日午前 9 時から電話で受付ます。 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。

産婦・新生児訪問

日時

内容

随時
（土・日・祝日を除く
8:30~17:15）

3790・0222
6790・0259

・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。
事業名

申込み・問合せは

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

申込み
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
電話で区保健センターへ

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）

IWATSUKI育児応援シリーズ
事業名・定員

日時

内容

対象

２/21㈯ 9:15〜12:00

〜見て・聞いて・体験しよう〜初めて
パパ・ママになる方のための教室です

出産予定日H27年7月19日
以前の方

1/15㈭〜

２/12㈭ 13:30〜15:00

〜らくらく☆にこにこ離乳食〜

H26年9月･10月生まれの
赤ちゃんの保護者

1/8㈭〜

２/16㈪ 10:00〜10:45

〜親子で楽しく歯みがき〜

H25年9月〜 H26年2月生まれ
のお子さんとその保護者

1/14㈬〜

育児相談 保健センター編
（乳児期）

１/22㈭ 9:30〜10:30

育児相談 保健センター編
（幼児期）

１/23㈮ 9:30〜10:30

身長・体重計測、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
の心配事の相談

育児相談 ふれあいプラザ編

１/９㈮
9:30〜10:30
２/３㈫

パパママクラス編

母

定員 20組
（先着順）

ハッピー離乳食編

子

定員 20人
（先着順）

ハッピーむし歯予防編

保

定員 10組
（先着順）

健
成人保健

事業名
健康相談

持ち物：母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

日時

1歳未満の赤ちゃん
当日、
直接、会場へ

1歳から就学前のお子さん
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

★教室参加者の声★
IWATSUKI育児応援シリーズ ふたごの集い編より

事前に電話で
区保健センターへ

モテ☆カラダ健康倶楽部(栄養編)
ダウン
らくらくエネルギー ↓術
日時◆2月6日㈮

「初めて参加しました
が、子供達をよくみて
いただけて心配なくお
話できて楽しいひと時
をすごせました。」

10時〜 13時

内容◆講話と調理実習

対象◆区内在住で昨年度本教室に参加していない方
定員◆16人（先着順）

申込み◆1月7日㈬から

IWATSUKI育児応援シリーズ

ふたごの集い編

ふたご以上を妊娠中・子育て中の方、語り合いませんか。

「子供たちにとっても
お友達と遊べるいい機
会になったのではない
かと思います。」

日時◆2月26日㈭

10時30分〜 11時30分

定員◆10組（先着順）

持ち物◆母子健康手帳・筆記用具

申込み◆1月16日㈮から

■１月の岩槻医師会休日当番医
1日…岩槻中央病院（内）

申込み

問合せ 3798・6600

東岩槻2‑2‑20

Ｔ794・1144

ダウン症児の親子の会を開催します！
！
日時◆2月23日㈪

10時〜 11時30分

2日…丸山記念総合病院（総合） 本町2‑10‑5

Ｔ757・3511

対象◆区内在住でダウン症の未就学児とその保護者

（江川）
6758
3日…はぎ整形外科（整・リウ・リハ） 岩槻

Ｔ747・6888

申込み◆1月19日㈪から

4日…滝本眼科（眼）

西町1‑5‑31

Ｔ758・1679

11日…野口皮膚科（皮）

本町3‑1‑1ワッツ西館2F

Ｔ749・6768

12日…じんの小児科（小）

本町1‑8‑11

Ｔ756・8181

業務内容◆歯科に関する健康教育、健康相談、窓口相談等

18日…堤耳鼻咽喉科医院（耳） 仲町1‑12‑12

Ｔ756・4630

勤務形態◆月〜金曜日 9時〜 17時（勤務日数、時間については応相談）

25日…田中ファミリークリニック

Ｔ794・0606

募集人数◆1人

鹿室987‑1

（整・内・リハ・リウ）
※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。

歯科衛生士(臨時職員)を募集しています

時給◆1,270円

必要書類◆履歴書、歯科衛生士免許証 ※詳しくは、区保健センターへ
問合せ◆区保健センター Ｔ790・0222 Ｆ790・0259

I WAT S U K I
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