子 ど も が つ くる ま ち

『ミニ 岩槻 』

子どもスタッフ募 集
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会議(全7回)▶ ①7月29日㈯、②8月27日㈰、③9月10日㈰、④10月1日㈰、⑤10月22日㈰、⑥11月5日㈰

日 時

⑦12月3日㈰（振り返り会）
①、④〜⑦：9時30分〜12時30分(予定) ②、③：14時〜17時(予定)
開 催 準 備▶ 11月18日㈯
開

会 場
対

催

日▶ 11月19日㈰ 9時〜18時(予定)

コミュニティセンターいわつき

象…区内在住・在学の小学4〜6年生

30人(応募多数の場合は抽選)

申込み…7月8日㈯(必着)までに往復はがきで、必要事項を記入して下記の宛先へ。
【必要事項】
住所、氏名(ふりがな)、性別、電話番号、緊急時の連絡先(保護者氏名と携帯番号等)、
学校名、学年、まち会議でどうしても欠席する場合の日程
宛

先…〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-41-2 大宮薬業会館2F (社福)さいたま市社会福祉事業団 事務局分室児童課｢ミニ岩槻 子どもスタッフ｣係

問合せ▶(社福)さいたま市社会福祉事業団 事務局分室児童課
区支援課 3790・0162 6790・0266
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時▶7月20日㈭ 10時30分〜11時30分
場▶岩槻児童センター
象▶はじめての赤ちゃんを育てている方
(赤ちゃん同伴可)
申込み▶当日、直接会場へ
問合せ▶区支援課 Ｔ790・0162 Ｆ790・0266

岩槻区では、災害が起きた時に子どもたちが自分で判断し、行動が
できるよう体験型の防災教室を実施します。一緒に学んで体験して夏
休みを楽しく過ごしましょう！
日

時▶7月25日㈫

対

象▶小学4〜6年生

応募方法

区と児童センター、子育て支援セン
ターが手をつなぎ、子育てが はじめて
の方を応援します！ はじめて の仲間同士で楽しく交
流しませんか。児童センターで開催する
「赤ちゃんサロ
ン」
の中で、子育てについての情報提供や悩みの相談に
もお応えします。どうぞお気軽にご参加ください。

3788・2601 6788・2605

日
会
対

10時〜12時
定

会

場▶岩槻区役所 4階 第1会議室

員▶30人(先着順)

7月4日㈫〜18日㈫に郵便、ファクス、または電子メールで、｢子ど
も向け防災教室｣と明記のうえ、次の事項を記入し、申込み先へ。
①氏名(ふりがな)②住所③学年④電話番号⑤参観者数(保護者等)

申込み・問合せ▶区総務課 Ｔ790・0115 Ｆ790・0260
Ｅiwatsukiku-somu@city.saitama.lg.jp
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夏休み子ども書道講座

夏休み親子陶芸体験講座②
日

時▶8月16日・23日㈬(全2回)

日 時▶8月18日㈮
午前の部:10時〜12時

10時〜12時

対象・定員▶市内在住の小学生とその保護者 15組30人
費

午後の部:13時30分〜15時30分

対象・定員▶市内在住の小学生

用▶2,100円(1組)

費

各回15人

用▶300円

申込み▶両講座とも往復はがきに講座名・住所・氏名(ふりがな)・学年・電話番号・(書道講座は参加希望時間)を記入し、
7月29日㈯(必着)までに〒339−0057岩槻区本町3−1−1岩槻駅東口コミュニティセンターへ
問合せ▶岩槻駅東口コミュニティセンター Ｔ758・6500 Ｆ758・6521

区役 所 の 休日窓口
日
場

8時30分〜17時15分
時▶7月30日
（支所・市民の窓口を除く）
所▶全10区役所

開設窓口…区民課、課税課、保険年金課、支援課
※区役所の一部業務を取り扱います。※日曜納税窓口も開設しています。

問合せ

区総務課Ｔ790･0115

Ｆ790･0260

７月は固定資産税・都市計画税の第2期、国民健康保険税の第1期の納期です。納期限までに納付をお願いします。
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高齢者すこやか運動教室

まちかど通信
5月23日に岩槻文化公園で
「高齢者すこやか運動教室」
が行われました。この教室は、介護予防を目的にインスト
ラクターと地域運動支援員の指導のもと、運動遊具を使
って、楽しく効果的な運動をするものです。参加者は、
「家
庭ではできない運動をして汗をかけるので気持ち良い。
」
と笑顔で元気に体を動かしていました。

住宅防火モデル地区を指定

ジョブスポット岩槻に
障害者就労支援窓口を開設します

5月12日に東岩槻自治会（菅生
会長）が岩槻消防署長から平成
29年度住宅防火モデル地区の指
定を受けました。
モデル地区では、住宅火災ゼ
ロを目指し、住宅用火災警報器
の設置や訓練など積極的に取り
組んでいきます。

ジョブスポット岩槻（岩槻区役所3階）で、区内在住の
障害者の方々に対し職業相談・紹介を行います。ぜひご
活用ください。なお、障害福祉サービスを利用中の方は、
現在ご利用中の事業所経由でお申込みください。
※完全予約制。事前にお申込みください。
（予約受付時間 8時30分〜17時／土、日、祝日を除く）

問合せ▶岩槻消防署管理指導課

Ｔ797・0119 Ｆ798・0789

７月の高齢者すこやか運動教室
簡単な運動の介護予防教室です。動きやすい服装で、
直接会場へお越しください。
期日・会場▶６日㈭、20日㈭…岩槻北部公民館
11日㈫､ 25日㈫…岩槻本丸公民館
12日㈬､ 26日㈬…岩槻南部公民館
時 間▶10時〜12時
対 象▶65歳以上の方
持ち物▶タオル、飲み物
問合せ▶区高齢介護課 Ｔ790・0169 Ｆ790・0267

老人福祉センター槻寿苑

申込み・問合せ▶市障害者総合支援センター
Ｔ859･7266 Ｆ852･3273

介護者サロンを開催します！

費用無料

介護をされている方どうしで、日頃の悩みや不安を語り合い、情報交換や
気分転換をしませんか。お気軽にご参加ください。
日 時

会

場

問合せ

7月10日㈪

岩槻北部公民館 1階 シニアサポートセンター 松鶴園
13:30 〜 15:00
レクリエーションルーム
Ｔ795・2653 Ｆ793・3155
しょうかくえん介護者サロン
7月18日㈫
南部圏域地域包括支援 シニアサポートセンター白鶴ホーム
13:30 〜 15:30

介護者サロン虹
7月19日㈬
13:30 〜 14:30

介護者サロンやまぶき

休館のお知らせ

センター白鶴ホーム 2階 Ｔ790・3311 Ｆ790・3312
岩槻区役所４階
第５会議室

シニアサポートセンター 社協岩槻
Ｔ758・4395 Ｆ758・8099

問合せ▶老人福祉センター槻寿苑 Ｔ798・8088 Ｆ798・8089

老人福祉センター槻寿苑は、施設修繕のため、8月4日(金)から平成30年3月16日(金)（予定）まで休館します。ご迷惑をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、グラウンド、デイサービスセンター及び居宅介護支援事業所は、引き続き利
用可能です。（ただし、デイサービスセンターは工事の工程により変更の可能性あり。）
休館時の対応等については、市社会福祉事業団ホームページ（http://www.saicity-j.or.jp/）や「槻寿苑だより」でお知らせします。

こ んに ちは

区長

です

季節はいよいよ夏本番。日ご
とに暑さが厳しくなるこの時期

は、熱中症にならないようにお気をつけください。

●夏の交通事故防止運動
｢夏の交通事故防止運動｣が
7月15日㈯から始まります。

こまめな水分補給はもちろん大切ですが、公共施設や地元の

学校が夏休みの間は、道路

お店など、涼しい場所をみんなでシェアする｢クールシェア｣を

を行き交う子どもたちの姿も

実践してみるのはいかがでしょうか。

多くなります。ドライバーは、

●岩槻のうなぎ
今月号の表紙はうなぎですが、区内には元荒川や綾瀬川があ
ることから、昔から川魚料理が有名です。うなぎ以外にもナマズ

遊びに夢中になっている子ど
もたちに注意し、安全運転を

美味しいうなぎは元気の源

心がけてください。

や鯉料理などを楽しめるお店もあります。今年の土用の丑の日

また、最近は高齢者が被害にあう事故が多発しています。特

は、今月25日と8月6日の二度あるそうです。ぜひ、岩槻のうなぎ

に夕方は事故が多くなる時間帯ですので、歩行者もドライ

を堪能して真夏の厳しい暑さを乗り切りましょう。

バーも、ご注意をお願いします。

岩槻区長 内藤 和夫
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