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※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 ６月 ７月

浮谷市営住宅 10:20~10:50

金 10日
24日

８日
22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

プラネタリウム 毎週　日曜日
15:00～15:20

18歳未満の児童とその保護者
※上記以外の方も参加可
※当日受付、定員25人
　（先着順）

プチタイム
（体操・手遊び）

毎週　月・木曜日
11:00～11:20

未就学児とその保護者
※当日受付、定員20人
　（先着順）

岩槻図書館
Ｔ757・2523　Ｆ758・5100

岩槻駅東口図書館
Ｔ758・3200　Ｆ757・8711

岩槻東部図書館
Ｔ756・6665　Ｆ756・8222図書館

事業名 日時・会場 対象・定員 申込み
岩
槻
駅
東
口
ちいさなおはなし会

６/16㈭　16:00～16:30
岩槻駅東口コミュニティセ
ンター ボランティアルーム

２歳～小学生とその保護者
15人（先着順） ６/９㈭から電話で岩槻図書館へ

岩
槻
東
部
おはなし会 ６/15㈬　16:00～16:30

ふれあいプラザいわつき　和室
２歳～小学生とその保護者
12人（先着順） ６/８㈬から電話で岩槻図書館へ

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

毎月第4日曜日は休館日です。公民館

事業名 日　時 対象・定員 費用・申込み
岩
槻
本
丸

子育てサロン「まんまる」 ６/16㈭　10:30～11:45 市内在住の１歳未満の子ども
とその保護者　６組（抽選）

６/１㈬～７㈫に、直接同公民館へ
（FAX、WEB可）

夏休み「絵本のひろば」 ８/１㈪　10:30～11:30 市内在住の未就学児とそ
の保護者　６組（先着順）

６/27㈪～７/15㈮に、直接同公民館へ
（FAX、WEB可）

岩
槻
本
町

親の学習事業
親子ベビーダンス教室

７/１㈮、８㈮　(全２回)
10:00～12:00

市内在住の首が座った生後３
か月～１歳６か月の子どもと
その保護者　８組(先着順)

６/７㈫～14㈫に、直接同公民館へ
（電話、FAX、WEB可）

影絵の世界
～親子で影絵劇を楽しもう～ ７/９㈯　11:00～12:00

市内在住の３歳～小学
２年生とその保護者　
10組(抽選)

６/16㈭～23㈭に、直接同公民館へ
（電話、FAX、WEB可）

岩
槻
南
部

夏休み子どもチャレンジ
「スポーツ吹き矢教室」

７/23㈯　①10:00～10:45
 ②11:00～11:45

市内在住又は在学の
①小学１～３年生
②小学４～６年生
各回10人（抽選）

費用：110円
６/23㈭～７/１㈮（必着）に、直接同公
民館へ（往復はがき可）

夏休み子どもチャレンジ
「キャンドルクラフト教室」 ７/26㈫　10:00～11:30 市内在住又は在学の小

学生　20人（抽選）

費用：500円
６/23㈭～７/１㈮（必着）に、直接同公
民館へ（往復はがき可）

岩
槻
北
部
親子サロン「にっこにこ」 ７/８㈮　10:00～11:30

市内在住又は在勤の保護
者と概ね０～３歳の子ど
も　５組　(先着順）

６/13㈪～17㈮に、直接同公民館へ
（電話、FAX可）

岩
槻
城
址
エクセル初級講座１ ７/13㈬・14㈭・15㈮

(全３回)　13:00～16:00
市内在住、在勤又は在
学の方　12人(抽選)

費用：500円
６/20㈪～27㈪（必着）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ホームページ又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。
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。

コミュニティセンターいわつき
Ｔ758・1980　Ｆ758・1985

岩槻駅東口コミュニティセンター
Ｔ758・6500　Ｆ758・6521

ふれあいプラザいわつき
Ｔ756・6000　Ｆ756・6036コミュニティセンター

事業名 日　時 対象・定員 費用・申込み
コ
ミ
い
わ

フューネラルフラワーアレンジ
メント講座　暑さに強いお供え
花を作る

７/９㈯　10:00～12:00 市内在住、在勤又は在学の
方　20人（先着順）

費用：３，000円
６/18㈯10時から電話で同センターへ
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◀教室情報
随時更新中

区HP
◀事業名を
検索して
お申込み
ください。

電子申請
岩槻区保健センターからのお知らせ
•各事業の申込みは、各指定日の 9時からです。
•区内在住の方が対象です。・相談は電話でも行っています。
•母子保健の各学級の参加は、お子さん1人に対し1回のみです。
•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。

■6月の岩槻医師会休日当番医 問合せ　Ｔ798・6600　Ｆ798・6004

５日…岩槻中央病院（内） 東岩槻2－2－20 Ｔ794・1144

12日…岩槻いまい眼科（眼） 岩槻502 Ｔ790・5656

19日…産婦人科岡田医院（産） 城南5－6－10 Ｔ798・2511

26日…細田医院（内） 本町3－13－10 Ｔ756・6451

※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。

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）
９:00 ～ 16:30

助産師又は保健師の訪問
による赤ちゃんの体重測定
及び育児相談

生後１か月くらいまでの赤ちゃんと
その保護者（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、又は電話で区保健センターへ　

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

区保健センターへ
電話
FAX

成
人
保
健

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

母
　
　
子
　
　
保
　
　
健

パパママクラス ７/30㈯
９:10～12:50の間で
１組60分

妊娠・育児に関するお話
抱っこ・おむつ交換などの体験

初めて出産をする方で、予定
日が令和４年11月末日以前の
方とその夫(パートナー )

６/17㈮～ 電話
FAX

定員 18組（先着順）

離乳食教室
７/20㈬　13:30 ～ 14:55 離乳食の進め方と赤ちゃんのお

口のケア
令和４年２月・３月生まれの
赤ちゃんの保護者 ６/15㈬～ 電話

FAX
電子
申請

定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
７/25㈪　10:00 ～ 10:50 むし歯になりにくい食生活と歯

みがき方法
令和３年２～８月生まれのお
子さんの保護者 ６/６㈪～ 電話

FAX
電子
申請

定員 ８人（先着順）

育児相談　（乳児期）
６/28㈫　９:15 ～ 11:40

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、
 おむつの替え、

バスタオル

１歳未満の赤ちゃんとその
保護者 ６/９㈭～

６/27㈪12時まで
電話
FAX

定員 30組（先着順）

育児相談　（幼児期）
６/29㈬　９:15 ～ 11:40 １歳から就学前のお子さん

とその保護者定員 30組（先着順）
美園東エリア
出張育児相談
（尾ヶ崎新田自治会館） ７/21㈭　９:30 ～ 11:10 乳幼児とその保護者 ６/13㈪～

７/20㈬12時まで
電話
FAX

定員 12組（先着順）

ふたごの集い

日　 時▶７月26日㈫
10時15分～11時20分(受付10時から)

対　 象▶ふたご以上を妊娠している方
就学前のふたご以上のお子さんとその保護者
(保護者のみの参加も可)

定 員▶ 10組(先着順)
持ち物▶母子健康手帳、筆記用具、

おむつや授乳に必要なもの

申込み▶６月14日㈫から

　ふたご以上を妊娠・子育て中の方の交流の場です。みんな
でふたご以上ならではの妊娠・出産・育児の話をしませんか。

6月は「食育月間」です
今年の重点目標
「食文化や地の物を伝え合い」食べる

「地産地消」には、地域の食を守り、食文化を引き継
ぐことや旬を体感すること、食品を運ぶエネルギーを
節約でき、環境に良いというメリットがあります。さ
いたま市産の物を選んで地産地消に取り組んでみて
ください。

６月４日～10日は
「歯と口の健康週間」です
パソコンやスマートフォンで20の質問に答えるだ
けで、手軽に自分の歯や口の中をチェックできます。
この機会に普段のお手入れを見直しましょう。
詳しくは日本歯科医師会ホームページ

「生活歯
し

援
えん

プログラム　セルフチェック版」
をご覧ください。

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
※イベント等に参加する際は、新型コロナウイルス感染予防の徹底をお願いします。


