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西区 INFORMATIONINFORMATION ※１　生涯学習情報システム（https://gakushu.city.saitama.jp）
※２　申込み欄に往復はがきの記載がある施設のみ住所を掲載しています。

コミュニティセンター 馬宮コミュニティセンター 3625・8821　6625・8822
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・費用 申込み

馬
宮

冬休み宿題お助け隊
子ども書き初め講座

12/26㈯〈全2回〉
①10:00～12:00
②13:30～15:30

冬休み宿題お助け隊とし
て、書き初め講座を開催し
ます。

市内在住・在学の小学3
年～ 6年生
500円

12/14㈪必着で、往復はがきに、①講
座名②氏名(ふりがな)③住所④電話番号
⑤学校名⑥学年を記入し、同センター
へ　※1人1通のみ定員 各15名（抽せん）

西
部
文
化

子どもLED工作講座 1/17㈰
10:00～12:00

小学生を対象に、LED電球
を使ったランプシェードを
作成する講座を開催しま
す。

市内在住・在学の小学生
(保護者の同伴可)
1,000円

12/5㊏必着で、往復はがきに、①講座
名②氏名(ふりがな)③住所(在学の場合
は学校名・所在地も)④電話番号⑤学年
を記入し、同センターへ定員 10名（抽せん）

※イベントは状況により中止・変更になる場合があります。

事業名 日時 内容 対象・費用 申込み

馬
宮
新しい生活様式による
ウィンターパーティー 12/14㈪～18㈮

11:00～

ダンス、手あそび、フォトコーナーなど
（期間中、１家族につき1回の参加となり
ます）

乳幼児と保護者
無料

予約制
(詳細は同センターへ)

定員 各日15組（先着順）

植
水
チャレンジ記録会
『ぴったり８』

12/15㈫ 
16:30～ ストップウォッチをぴったりおそう！ 小学生以上

無料 当日直接同センターへ

児童センター 馬宮児童センター　3・6625・8826　植水児童センター　3・6625・1908

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

植
水

生きがい健康づくり教室
文学講座 1/21･28㈭〈全2回〉

10:00～11:30
江戸時代の滑

こっ

稽
けい

文学『東海道中膝栗毛』
を学びます。

65歳以上の方
無料

12/9㈬～1/12㈫ までに、電
話又は直接同館へ

定員 15名（先着順）
親の学習事業＆ハッピース
マイル教室
「赤ちゃんと一緒にエクサ
サイズ」

1/23㈯
10:00～11:30
1/30㈯
9:30～11:30
〈全２回〉

赤ちゃんを抱っこしながらダンスをし
ます。親の学習事業として親同士の交
流を行います。

3か月～ 10か月まで
の子どもと保護者
無料

12/14㈪～1/7㈭までに、電
話、WEB※1 又は直接同館
へ

定員 8組（先着順）

内
野

子どもHappy Day 12/14㈪
15:00～16:30 クリスマスリースを作ります。 小学生

無料 当日、直接同館へ
定員 30名程度

姿勢改善！
コアエクササイズ 1/28㈭

10:00～12:00

スモールボールなどを使い、腹筋背筋、
骨盤周りを中心に筋力と体幹を鍛える
コアエクササイズで、美しい姿勢を目
指します。

市内在住・在勤の方
無料

12/14㈪9時 か ら、 電 話、
WEB※1 又は直接同館へ

定員 16名（先着順）

春のプラチナ演芸会
第1弾「新春落語会」

1/20㈬
13:30～15:00
（開場13:00）

コロナ禍のモヤモヤした気分を落語で
笑って吹き飛ばそう！
第1弾は、旧大宮市出身の落語家、三

さん

遊
ゆう

亭
てい

彩
さい

大
だい

さんです。

市内在住・在勤の65
歳以上の方
無料

12/10㈭9時から、電話又は
直接同館へ

定員 50名（先着順）

公民館 植水公民館　Ｔ623･0989 Ｆ623･3076　内野公民館　Ｔ623･5735 Ｆ623･5755

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

馬
宮
冬のおはなし会 1/6㈬

15:00～15:45 絵本の読み聞かせ・すばなし等 小学生
無料

12/9㈬9時から電話又は直接
同館へ

定員 20名(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

移動図書館カレンダー
ステーション名 12月 1月 時間

西大宮３丁目第二公園 1日㈫
15日㈫

12日㈫
26日㈫

10:40~11:40

健康福祉センター西楽園 13:20~13:50

加茂川団地 3日㈭
17日㈭

14日㈭
28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/）

開館時間が変更になります

臨時窓口は閉鎖しました

〈大宮西部図書館三橋分館〉 12月12日㈯13時から開館

〈大宮西部図書館〉 3月31日㈬まで休館中です。臨時の
窓口と返却ポストは閉鎖しましたので、近隣の他の図書
館をご利用ください。

※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
1/13㈬

 ①10:00～11:00
 ②13:30～14:30 離乳食の基本について学ぶ R2年8月・9月生まれの

赤ちゃんの保護者 12/8㈫～
定員 各回8名（先着順）

むし歯予防教室
1/27㈬

 ① 9:30～10:00
 ②11:00～11:30

むし歯予防の話と歯みがき方法
について学ぶ

R元年8月～R２年1月生まれ
のお子さんの保護者 12/10㈭～

定員 各回6名（先着順）

ふたごの集い 1/29㈮ 10:30～11:30
※会場は、子育て支援センターにし(三
橋6-382-1)です

ふたご以上を妊娠している方
と、ふたご以上のお子さんを育
てている保護者の方の交流の
場です

ふたご以上を妊娠している
方(妊娠16週以降)
ふたご以上のお子さん(3歳
未満)とその保護者

12/16㈬～

定員 4組（先着順）

育児相談（乳児）
（予約制）

1/21㈭
9:30以降での時間予約制となります

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歳未満で偶数月生まれの
赤ちゃん

12/21㈪～
1/22㈮
9:30以降での時間予約制となります

1歳未満で奇数月生まれの
赤ちゃん

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 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

この教室は
「『自分発見！』チャレンジupさいたま」
対象事業です

　大宮アルディージャ提携のインストラクターと一緒に、親子で運動を楽しみましょう！

日　時…１月２４日㈰　１０時～１１時１５分

会　場…西区役所２階　大会議室

内　容…親子で行う運動、ミニ講話、体脂肪・筋肉量測定（保護者のみ）

対　象…区内在住の小学生とその保護者1人

定　員…８組（先着順）

申込み…１２月７日㈪９時から、電話で西区保健センターへ

　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
病気です。原因はわかっていませんが、下記のことを日ごろから心がけることで、この病
気の発生を減らせることがわかっています。

●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

乳幼児突然死症候群（SIDS）を予防するために

親子DEチャレンジ！わくわくスポーツ

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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