
44

※交通事情により訪問予定時刻に到着しない場合があります。雨天の場合
巡回が中止となります。

※駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
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。
◎図書館ホームページ　https://www.lib.city.saitama.jp/

●移動図書館巡回カレンダー
巡回場所 巡回時間 曜日 1月 2月

浮谷市営住宅 10:20~10:50

金 10日
24日

7日
21日

和土住宅 11:10~11:40
ＪＡ南彩川通支店 13:20~13:50
大戸自治会館 14:00~14:30

児童センター 岩槻児童センター
Ｔ・Ｆ757・4545

事業名 日　時 対　象

屋上スターウオッチング １/19㈰
18:00~19:00

18歳未満の児童とその
保護者

鉄道模型運転
（HOゲージ）

毎週土曜日
11:30~11:45

18歳未満の児童とその
保護者

プラネタリウム 毎週日曜日
15:00~15:45

18歳未満の児童とその
保護者

区役所の休日窓口
日 時▶₁月26日㈰　８時30分～17時15分

場 所▶全10区役所（支所・市民の窓口を除く）

開設窓口▶区民課、支援課、保険年金課、市税の窓口

※区役所等の一部業務を取り扱います。

さいたまコールセンター　Ｔ835･3156　Ｆ827･8656問合せ

岩槻本丸公民館
Ｔ758・3100　Ｆ758・5101
岩槻北部公民館
Ｔ795・1881　Ｆ794・6073

岩槻本町公民館
Ｔ757・6043　Ｆ758・8040
岩槻城址公民館
Ｔ756・7855　Ｆ758・8039

岩槻南部公民館
Ｔ798・7620　Ｆ797・0458

公民館

事業名 日　時 対象・定員 費用・申込み

岩
槻
本
町

親の学習事業／親子プレ運動会 ２/１㈯　10:00～12:00 市内在住の２歳以上の未就園児
とその保護者　10組（先着順）

１/10㈮～30㈭に、直接同公民館へ
（電話、WEB、FAX可）

バレンタインコンサート
~パンフルートの調べ~ ２/14㈮　10:00～11:30 市内在住又は在勤の方　50人

（託児あり９人）（先着順）
１/８㈬～２/13㈭に、直接同公民館へ

（電話、FAX可）

岩
槻
南
部

普通救命講習Ⅰ ２/６㈭　14:00～17:00 市内在住又は在勤の方
15人（先着順）

１/7㈫～14㈫に、直接同公民館へ
（電話、FAX可）

親の学習事業②
親子英語リトミック ２/16㈰　10:00～11:30

市内在住又は在勤の保
護者と概ね２～３歳の
子ども　18組（先着順）

１/16㈭～30㈭に、直接同公民館へ
（電話、FAX可）

岩
槻
北
部

親の学習事業　エアロビクス
と親のおしゃべりタイム ２/14㈮　10:00～12:00 小・中学生の保護者

12人(抽選)
１/14㈫～20㈪に、直接同公民館へ

（電話、FAX可）

岩
槻
城
址

第35回　四季のうたごえ ２/６㈭　10:00～11:30 市内在住又は在勤の方
100人（先着順）

１/14㈫～21㈫に、同公民館窓口にて
入場券配布（電話可）

青少年講座
バレンタイン直前☆お菓子教室 ２/８㈯　９:30～12:30

市内在住、在勤又は在
学で10～30代の方
12人（抽選）

会場：岩槻本町公民館　費用：1,000円
１/15㈬～22㈬（必着） までに、直接岩槻城
址公民館へ（往復はがき、FAX、WEB可）

パソコン活用講座３
（エクセル中級）

２/13㈭、14㈮　（全２回）
13：00～16：00

市内在住、在勤又は在学
でパソコンの文字入力が
できる方　19人（抽選）

費用：500円
１/23㈭～30㈭（必着） までに、直接同
公民館へ（往復はがき、FAX可）

※申込みの詳細は各公民館へお問い合わせください。費用の記載がない場合は、原則無料です。

岩槻図書館
Ｔ757・2523　Ｆ758・5100

岩槻東部図書館
Ｔ756・6665　Ｆ756・8222

岩槻駅東口図書館 施設修繕のため休館
Ｔ758・3200図書館

事業名 日　時 対　象 会　場

岩
槻

あかちゃんおはなし会 １/10㈮・24㈮
11:00～11:30 ０～２歳児とその保護者 子育て支援センターいわつき

（ワッツ東館４階）

ちいさなおはなし会 １/16㈭　11:30～12:00 幼児とその保護者 岩槻図書館おはなしコーナー

第３土曜日のおはなし会 １/18㈯　11:00～11:30 幼児・小学生とその保護者 岩槻図書館おはなしコーナー

岩
槻
東
部
おはなし会 １/15㈬　15:30～16:00 幼児・小学生とその保護者 ふれあいプラザいわつき　会議室１
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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

3790・0222
6790・0259
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・各事業の申込みは、各指定日9時から電話で受け付けます。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。
・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。

※受付時間等詳細については、各医療機関に電話でご確認ください。

■1月の岩槻医師会休日当番医 問合せ　Ｔ798・6600　Ｆ798・6004

１日…岩槻中央病院（内） 東岩槻2－2－20 Ｔ794・1144

２日…丸山記念総合病院（総合） 本町2－10－5 Ｔ757・3511 

３日…さいたま岩槻病院（脳外） 慈恩寺75 Ｔ793・2011

５日…はしもと皮膚科（皮） 南辻20－1 Ｔ876・9009 

12日…細田医院（内） 本町3－13－10 Ｔ756・6451 

13日…峯小児科（小） 本町1－16－6 Ｔ756・0070 

19日…林整形外科（整・リハ・リウ） 本町3－7－6 Ｔ756・8555

26日…メンタルクリニック美波
 （心療内科・精・神）

本町4－3－2
セントラルヒルズ1Ｆ Ｔ749・8373 

マタニティクラス
妊娠・出産・育児等について情報交換・友達

づくりをしながら楽しく学べる教室です。
助産師の講義・調理実習・歯科医師による口

こう

腔
くう

チェック
など盛りだくさんです。

およそ2人に1人はがんになります。がんを
早期に発見することが重要です。

日　時▶１日目　２月４日㈫　９時₂0分～11時₄5分
２日目　２月13日㈭　９時55分～1₄時35分
※２日で1コース

対　象▶ はじめて出産する方で予定日が令和２年４月～８月の方

定　員▶ ₂0人︵先着順︶ 申込み▶１月７日㈫から

くう

大腸がん検診
₄0歳以上の男女

胃がん検診
肺がん・結核検診 ₄0歳以上の男女（₄0歳～₆₄歳は肺がん検診）
乳がん検診 ₄0歳以上の女性　※前年度未受診の方

子宮がん検診 ₂0歳以上の女性
※₄0歳以上は前年度未受診（妊婦健診含む）の方

前立腺がん検診 50歳～₈0歳の男性　※前年度未受診の方
※対象者の年齢は、令和２年３月₃₁日時点の年齢です。
詳しくは、市ホームページへ

事業名 日　時 内　容 申込み

健康相談（予約制） 随時（土・日曜日、祝・休日
を除く）９:00 ～ 1₆:30 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

区保健センターへ

成
人
保
健

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

産婦・新生児訪問
随時（土・日曜日、
祝・休日を除く）
８:30 ～ 17:15

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

生後1か月くらいまでの赤ちゃん
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）

母子健康手帳別冊に添付の「出生連
絡票」の訪問希望「有」に〇をつけ、
郵送するか電話で区保健センターへ

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

母
　
　
子
　
　
保
　
　
健

育児学級
２/₂5㈫　９:₄5～11:30 育児についてお友達づくりをしなが

ら楽しく学ぶ
令和元年９月～ 1₂月生まれ
のお子さんとその保護者 １/10㈮～

定員 ₂0組（先着順）

離乳食教室
２⊘1₉㈬　13:30～15:00 離乳食の進め方と赤ちゃんのお口の

ケア
令和元年９月・10月生まれ
の赤ちゃんの保護者 １⊘９㈭～

定員 ₂0人（先着順）

むし歯予防教室
２⊘６㈭　10:00～10:₄5 むし歯になりにくい食生活と歯みが

き方法
平成30年９月～平成31年２月生
まれのお子さんとその保護者 １/８㈬～

定員 1₂組（先着順）

育児相談　（乳児期） １⊘₂₈㈫　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
の他の心配事の相談
持ち物：母子健康手帳、オムツの替え、

バスタオル

1歳未満の赤ちゃん
当日、
直接会場へ

育児相談　（幼児期） １⊘₂₉㈬　９:30～10:30 1歳から就学前のお子さん

美園東　育児相談
（尾ヶ崎新田自治会館） １/₂1㈫　９:30～10:00 乳幼児

１/₂0㈪1₂時までに
電話で区保健セン
ターへ定員 ₂0組（先着順）

がん検診を受けましょう！

簡単なバレエの動きを生かしたエクササイズで、日々
の生活に運動を取り入れてみませんか？

初めてのバレエエクササイズ

日 時▶２月３日㈪ 10時～1₂時

内 容▶ 体組成測定、エクササイズ、健康についての話

対 象▶ 区内在住の₂0～₆₄歳の方（妊娠中の方・５月・11月
に参加された方を除く）

定 員▶ 1₈人︵先着順︶

申込み▶１月15日㈬９時から

託児あり
生後4か月以上
先着8人まで

期日迫る！
3月14日まで


