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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(https://gakushu.city.saitama.jp/)

コミュニティセンター 馬宮コミュニティセンター　Ｔ625・8821　6625・8822　〒331-0061　西遊馬533-1

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

馬
宮

体にやさしい！
チェアーエクササイズ講座

９/24～11/26の毎週
木曜日〈全10回〉
13:30～15:00

日頃の運動不足を解消する
講座を開催します。

市内在住・在勤の方
1,200円

9/3㈭必着で、往復はがきに①講座名②
住所（在勤は事業所名も）③名前（ふり
がな）④電話番号を記入し、同センター
へ　※1人1通のみ定員 20人 （抽選）

図書館 馬宮図書館　　　　　　　3625・8831　6625・8833　〒331-0061　西遊馬533-1
大宮西部図書館三橋分館　3・6625・4319　　　　　　 〒331-0052　三橋6-642-4
大宮西部図書館　　　　　3664・4946　6667・7715　〒331-0825　北区櫛引町2-499-1

移動図書館カレンダー
ステーション名 8月 9月 時間

西大宮３丁目第二公園
25日㈫ 8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 8月 9月 時間

加 茂 川 団 地 27日㈭ 10日㈭
24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/

事業名 日時 内容 対象 申込み

馬
宮 卓球タイム

毎日　午後
（日によって変わります。詳
しくは同センターへ。）

遊戯室の半面に卓球台を出しています。予約
制となりますので、遊びに来た際に事務室に
お声かけください。

小学生以上
当日直接会場へ

植
水
チャレンジ記録会
「ぴったり１０」

８/18㈫ 
16:30～ ストップウォッチをぴったり10秒でおそう！ 小学生以上

児童センター 馬宮児童センター　3・6625・8826　〒331-0061 西遊馬533-1
植水児童センター　3・6625・1908　〒331-0057 中野林174-1

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

指
扇

キラキラ子育ちクラブⅡ ９/９～23の毎週水曜
日〈全3回〉
10:00～12:00

子育て中の親同士の仲間づくり
と自分の子育てを見直すきっか
けとします。①リズム遊び②親
子運動会③子育て世代の教育資
金　家計と備え方

4か月以上の未
就園児と保護者
無料

8/26㈬までに、①住所②氏名③電
話番号④お子さんの名前⑤生年月日
を、電話・WEB※又は直接同館へ

定員 15組（抽選）

「骨盤エクササイズ」講座 ９/９～30の毎週水曜
日〈全４回〉
13:00～15:00

骨盤体操をみんなで楽しく学び
ます。初心者歓迎。

６５歳以上の方
無料

8/23㈰必着で、往復はがき又は
WEB※で①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢（生年月日）⑤性別⑥
電話番号を記入し、同館へ定員 30人（抽選）

「茶道」講座 ９/10～24の毎週木曜
日〈全3回〉
14:00～16:00

茶道を基礎から学びます。
初心者歓迎。

どなたでも
1,200円

8/24㈪必着で、往復はがき又は
WEB※で①講座名②住所③氏名（ふ
りがな）④年齢（生年月日）⑤性別⑥
電話番号を記入し、同館へ定員 12人（抽選）

馬
宮

はつらつ体操Ⅰ
「筋トレ＆ストレッチ」

９/２～30の毎週水曜
日〈全5回〉
10:00～11:30

高齢者の健康増進を目的に筋力
アップトレーニングやストレッ
チを行います。

65歳以上の方
無料

8/4㈫から25㈫までに電話・FAX又
は直接同館へ

定員 25人（抽選）
はつらつ学級２
「万葉集」を学ぶ

９/４～18の毎週金曜
日〈全3回〉
10:00～12:00

日本最古といわれている和歌集
「万葉集」を学びます。

65歳以上の方
無料

8/11㈫から28㈮までに電話・FAX又
は直接同館へ

定員 20人（抽選）

公民館 指扇公民館　3622･4424 6623･3014　〒331‒0078　西大宮2-13-1
馬宮公民館　3623・1904 6623・3106　〒331‒0061　西遊馬236-2

※新型コロナウイルスの影響により、事業の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。
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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

離乳食教室
９/16㈬

 ①10:00～11:00
 ②13:30～14:30 離乳食の基本について学ぶ 2020年4月・5月生まれの

お子さんの保護者 8/11㈫～
定員 各8人（先着順）

むし歯予防教室
９/２㈬

 ①10:00～10:30
 ②13:30～14:00

むし歯予防の話と歯みがき方
法について学ぶ

2019年4月～9月生まれの
お子さんの保護者 8/7㈮～

定員 各6人（先着順）

育児相談（予約制）
※出張育児相談の会場
は植水公民館から保健
センターに変更になり
ました。

８/６㈭
9:30以降での時間予約制となります
西区保健センター
※保健センターへ来ることが難しい方
はご連絡ください。

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

乳幼児 前日までに

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 西区保健センターへ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

　赤ちゃんは、生後5か月くらいまでは、よく泣きます。
　この時期は「何をやっても泣きやまない」ことも多いものです。泣きやまないとオロオロ、イライラする
ことも当然ですが、無理に泣きやませようと赤ちゃんを揺さぶらないでください。激しい揺さぶりは、赤
ちゃんの脳に大きなダメージを与えてしまい、「乳幼児揺さぶられ症候群」を起こしてしまいます。

色々な方法を試しても泣きやまない時には、赤ちゃんを安全な場所に寝かせて、数分その場を離れましょう。そして、パ
パやママがリラックスしましょう。家族やご近所にも、赤ちゃんの泣きの特徴と揺さぶりの危険性を知ってもらいましょう。
　育児で不安なことや気になることがあったら、一人で悩まずお住まいの区の保健センターにご相談ください。

赤ちゃんが泣きやまない・・・そんな時には赤ちゃんが泣きやまない・・・そんな時には

●激しい揺さぶりによる乳幼児への影響
　「言語障害」、「学習障害」、「歩行困難」、「失
明」、最悪の場合は死に至ることも

●泣きへの対処法
　①母乳やミルクをあげる　②オムツを替える　③抱っこをする
　④おくるみで包んであげる　⑤発熱がないか確認するなど

熱中症は予防が大事！（高齢者、乳幼児は特に注意）
熱中症は気温などの環境だけでなく、人の体調や暑さに慣れていないことなども影響します。
気温がそれほど高くなくても、湿度が高い、風がない、からだが暑さに慣れていない場合は注意が必要です。
今年は、新型コロナウイルス対策でマスクを着用するため、より注意が必要です。

 室内では・・・
■エアコンや扇風機を迷わず使用
■こまめに換気と室温を確認　
■遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

外出時には・・・
■日傘や帽子の着用
■日陰の利用、こまめな休憩
■天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える
■マスクは、人との距離を2m以上とれる場合外す

からだの蓄熱を
避けるために・・・

■通気性のよい、吸湿性・速
乾性のある衣服を着る
■保冷剤、氷、冷たいタオル
などで、からだを冷やす
■マスク着用中は、強い負荷
のかかる作業や運動を避け
る

　のどの渇きを感じなくても、室内で
も、外出時でも、こまめに水分・塩分、
経口補水液などを補給する

暑さを避ける こまめに水分を補給する

エアコンをつけていても
窓を開けて

換気しましょう

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
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