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西区 INFORMATIONINFORMATION ※費用の記載がないものは無料です。
※生涯学習情報システム(http://gakushu.city.saitama.jp/)

児童センター 馬宮児童センター　3・6625・8826

事業名 日時 内容 対象 申込み

馬
宮

ベビーサロン １/20～３/９の毎週月曜日（祝休日は除く）
11:00～11:30

親子ふれあいあそ
び、体操など

0歳児とその保護者

当日直接会場へよちよちひろば １/14～３/10の毎週火曜日（祝休日は除く）
11:00～11:40 1歳児とその保護者

ちびっこひろば １/17～３/13の毎週金曜日
11:00～11:45 2歳以上とその保護者

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

指
扇

食育講座　我が家の味
《手作り味噌》 ２/21㈮

10:00～12:00
煮た豆をつぶす所から
味噌づくりを行います。

成人の方
（未経験者優先）
1,200円

2/6㈭までに、①講座名②住所③氏名④年齢⑤性別
⑥電話番号を記入し往復はがき、FAXか、※生涯学
習情報システム、電話または直接同館へ定員 16人（抽選）

公民館 指扇公民館　Ｔ622・4424　Ｆ623・3014

コミュニティセンター 西部文化センター　　　　　3625・3851　6625・2881　〒331-0052　三橋6-642-4

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

西
部
文
化

和太鼓体験会 ２/23㈷

当館で活動している和太鼓
団体を講師に迎え、日本の
伝統芸能である和太鼓の体
験会を開催します。

市内在住・在勤・在学
の小学生以上の方

2/1㈯必着で、往復はがきに①講座名②氏名（ふ
りがな）③住所（在学・在勤の場合は学校名・会社
名、所在地）④電話番号⑤学年（小・中学生の場合）
を記入し、同センターへ定員 25人（抽選）

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

馬
宮
おはなし会0.1.2 １/15㈬

10:15～10:45

絵本の読み聞かせ、手あそび、
わらべうたなど

０～２歳児前後の乳幼児と
その保護者

当日直接会場へ

定員 14人（先着順）

三
橋 絵本の読み聞かせ 毎週木曜日(２日を除く)

10:30～11:00
3歳から（保護者同伴の場
合は、3歳未満でも可）

大
宮
西
部

おはなし会 １/８･22･29㈬
15:30～16:00

3歳から（保護者同伴の場
合は、3歳未満でも可）

あかちゃんおはなし会 １/８㈬
11:00～11:30 ０～２歳児とその保護者

親子講座
「親子で楽しむわらべうた」 １/22･29㈬･２/４㈫

10:00～12:00
わらべうた
絵本の読み聞かせ

全日程参加できる1～ 3歳
の幼児およびその保護者

1/8㈬9時から電話
または直接同館へ

定員 17組(先着順)

無声映画鑑賞会 ２/９㈰
14:00～(開場13:30) 活動弁士付き「椿姫」の上映 市内在住の方 1/9㈭9時から電話

または直接同館へ定員 117人(先着順)

図書館 馬宮図書館　　　3625・8831　6625・8833　　大宮西部図書館三橋分館　3・6625・4319
大宮西部図書館　3664・4946　6667・7715

※イベントは状況により中止・変更になる場合があり
ます。

移動図書館カレンダー
ステーション名 1月 2月 時間

西大宮３丁目第二公園 14日㈫
28日㈫ 25日㈫

10:40~11:40

健康福祉センター西楽園 13:20~13:50

ステーション名 1月 2月 時間

加 茂 川 団 地 16日㈭
30日㈭

13日㈭
27日㈭ 10:20~11:20

※雨天の場合は中止します。詳しくは、大宮西部図書館へ。
※車でのご来場はご遠慮ください。
◎図書館ホームページ
　https://www.lib.city.saitama.jp/

西区子どもと保護者を守る護身の会

　「西区子どもと保護者を守る護身の会」は、護身術の講義を行っているボランティア団体で、
昨年の創設以来、現在は主に区内小中学校の土曜チャレンジスクールで講義しています。
　講義では、相手を倒す方法ではなく、「逃げるための時間を作る護身術」を指導しています。
護身が必要な場面を想定して学ぶ、簡単で効果的な「命を守るための護身術」です。参加した生
徒からは「座学と実践でよく理解できた」、「命を守る大切さを考える機会にもなった」との感想
をいただいています。
　今後は自治会等への講義も実施し、子どもと保護者を守る活動を広げていく予定です。ご近所やお友達同士等、参加者
が10人以上いて、実施する場所があれば、講義できますので、お気軽にお問合せ下さい。
問合せ●西区子どもと保護者を守る護身の会　代表　長島　Ｅnagaken0910@yahoo.co.jp

西区市民活動ネットワーク
登録団体の活動を紹介します
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事業名 内容 対象 申込み

産婦・新生児訪問 助産師又は保健師の訪問に
よる身体測定・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滞在してい
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○をつけ郵送、又は電話で
区保健センターへ

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

母
子
保
健

プレママパパクラス ２/19㈬ 9:45～15:15
２/22㈯ 9:15～12:15

妊娠・出産・育児等について楽し
く学ぶ

初めてお産をする方で、出産予
定日が2020年4月～7月の方と
その夫

1/15㈬～
定員 18組（先着順）

マタニティひろば
２/４㈫ 9:45～11:45 育児学級の見学・先輩ママとの

交流
出産予定日が2020年4月～ 7月
の方 1/15㈬～

定員 12人（先着順）

育児学級
２/４㈫ 9:30～11:30

育児について、友達づくりをし
ながら楽しく学ぶ
※マタニティひろば参加者が見学します

2019年11月・12月生まれの
赤ちゃんとその保護者 1/14㈫～

定員 24組（先着順）

離乳食教室
２/12㈬ 13:30～15:00 離乳食の基本について学ぶ 2019年9月・10月生まれの

お子さんの保護者 1/16㈭～
定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
２/26㈬ 10:00～10:45 むし歯予防の話と歯みがき方法

について学ぶ
2018年9月～2019年2月生まれ
のお子さんとその保護者 1/20㈪～

定員 12組（先着順）

育児相談（乳児） １/９㈭ 9:30～10:30
身長・体重測定、保健師・管理栄
養士・歯科衛生士による育児相
談やその他心配ごとの相談
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

当日直接会場へ

育児相談（幼児） １/10㈮ 9:30～10:30 1歳～就学前のお子さん

事業名 内　　容 申込み
成
人
保
健

健康相談 保健師、管理栄養士、歯科衛生士による個別の健康相談
直接、区保健センターへ
※栄養・歯科相談は事前にお問い合わせください
※健康手帳がある方はお持ちください

　SIDSとは、それまで元気だった赤ちゃんが睡眠中に何の前ぶれもなく亡くなっ
てしまう病気で、冬期に発生しやすい傾向があります。原因はわかっていませんが、
下記のことを心がけることで、この病気の発生を減らせることがわかっています。

乳幼児突然死症候群（SIDS）を予防するために乳幼児突然死症候群（SIDS）を予防するために

●赤ちゃんを寝かせる時は、あお向け寝にする
　ただし、医学的な理由から医師がうつぶせ寝を勧める場合もあるため、このような時は医師の指示を守りましょう
●妊娠中や赤ちゃんの周囲では、たばこを吸わない
●できるだけ母乳で育てる

自分磨きゼミ　体がよろこぶストレッチ～経
けい

絡
らく

～
～グッバイ！メタボ～

経
けい

絡
らく

体操（ツボの道）で気持ちの良い動きを提案します♪無理のないストレッチで身体のケアをしてみませんか？
日　時…２月２０日㈭　９時３０分～11時３０分
内　容…運動（経

けい

絡
らく

）、体脂肪・筋肉量測定、講話
対　象…区内在住の１８～６４歳の方（開催日時点）
定　員…２０名（先着順）
申込み…１月１７日㈮９時から、電話で西区保健センターへ。

申込み・問合せは

西区保健センター
3620・2700
6620・2769

申込みは、各指定日9時からで、原則区内在住の方が対象。
各学級の参加は、お一人のお子さんに対し1回のみ。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

会場名がない事業は、西区保健センターが会場です。

INFORMATIONINFORMATION西区保健センター





ファイル無害化サービス 


 


ファイルは、無害化処理により削除されました。





