
区役所代表　　3622・1111　6620・2760※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 日時 内容 対象・費用 申込み

馬
宮 卓球タイム 毎日

午後 遊戯室の半面で卓球を行う 小学生以上
無料 当日事務室へ

植
水
工作タイム
「もこもこキーホルダー」

毎週日曜日
14:00～16:00

水でふくらむ不思議な紙でオリジ
ナルキーホルダーを作る

乳幼児～小学生とその保護者
無料

事前予約制
(詳しくは同センターへ)

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

西区ふれあいまつりは中止になりました

　11月13日㈯に三橋総合公園で開催を予定していました西区ふれあいまつりは、新型コロナウイルス

の感染拡大防止のため、中止します。

問合せ●西区コミュニティ課　Ｔ620・2621 Ｆ620・2671

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。
※３　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
※４　①講座名②住所③氏名(ふりがな)④電話番号

事業名・定員 日時 内容 対象・費用 申込み

指
扇

「大正琴」講座 ９/10～９/24の毎週金曜日
(全3回)
13:30～15:00

大正琴を基礎から学ぶ
初心者歓迎
※大正琴はお貸しします。

65歳以上の方
無料

8/22㈰必着で、往復はがき※3
又はWEB※1で同館へ

定員 15人（抽選）

「社交ダンス」講座 ９/８～９/29の毎週水曜日
（全4回）
14:00～16:00

楽しく社交ダンスをする 65歳以上の方
無料

8/22㈰必着で、往復はがき※3
又はWEB※1で同館へ

定員 26人（抽選）

大人の骨盤調整ヨガ ９/11･18㈯(全２回)
10:00～12:00

骨盤調整で身体のゆがみによる
不調を改善する

どなたでも
無料

8/16㈪～9/3㈮までに、電話、
WEB※1又は直接同館へ

定員 30人（抽選）
キラキラ子育ちクラブⅡ
(中学生ふれあい体験事業)

９/17～10/８の毎週金曜日
（10/１を除く）(全3回)
10:00～12:00

中学生との体操等を通じて子育
てについて考える
(親の学習事業)

未就学児とその
保護者
無料

8/19㈭～9/10㈮までに、電話、
WEB※1又は直接同館へ

定員 20組（抽選）

内
野

natural
子育ちcafeファミリー
～K

キ ッ ズ

IDS’  S
ス ポ ー ツ

PORTS  D
デ ー

AY～

①９/19㈰　10:00～11:30
②９/26㈰　10:00～12:00
(全２回)

①マット運動、トランポリンな
どを親子で体験する
②ミニ運動会を楽しむ
(親の学習事業)

市内在住の３歳
～小学生とその
家族
無料

8/5㈭～31㈫までに、電話、
WEB※1、FAX※4又は直接同
館へ

定員 10組（抽選）

naturalじ・ぶ・んcafe
～更年期ワークショップ～

①９/29㈬　 9:30～12:00
②10/６㈬　10:00～12:00
(全2回)

①ホットココアでアート体験＆
ゆらぎ世代のおしゃべりカフェ
②美腸活ヨガ＆ジャズピアノコ
ンサート

市内在住・在勤
の女性
500円

8/16㈪～9/2㈭までに、電話、
WEB※1、FAX※4又は直接同
館へ

定員 16人（抽選）

公民館 指扇公民館　Ｔ622･4424　Ｆ623･3014　〒331-0078 西大宮2-13-1
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

大
宮
西
部

あかちゃんおはなし会 ９/１・８・15・29の各水曜日
11:00～11:30

絵本の読み聞かせ、手あそび、
わらべうたなど
※各日とも同じ内容です。

0 ～ 2歳児とその
保護者
無料

8/18㈬9時から、電話で同館へ
定員 各3組(先着順)

子ども映画会 ８/20㈮
14:00～15:15（開場13:30）

「ねずみくんのきもち」、「トム
とジェリー１」の上映

どなたでも
無料 8/10㈫9時から、電話で同館へ

定員 30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

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
24日㈫ 7日㈫・21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 26日㈭ 9日㈭ 10:20~11:20

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

妊娠・出産包括支援センター(保健センター内)で、妊娠の届出と母子健康手帳の受け取りができます。
母子保健相談員(助産師・保健師)がお話をうかがい、母子健康手帳の交付と情報の提供など、妊婦さんとご家族の妊娠・出
産・育児を一緒に考えます。相談の秘密は守られます。
※待ち時間を短縮し、安心して相談ができるように、予約をおすすめします。

詳しくはホームページをご確認ください。
問合せ●妊娠・出産包括支援センター
　　　　Ｔ620・2705 Ｆ620・2769

妊娠がわかったら「妊娠・出産包括支援センター」へ

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、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、体が暑さに慣れていない場合は注意が必要です。
今年も、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・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

母子健康手帳を
もらいに行かなきゃ

出産先どうしよう
子育て、家事の協力者がいない

申込み・問合せは

西区保健センター
3620・2700
6620・2769

•対象は原則区内在住の方です
•相談は電話でも行っています
•会場名がない事業は西区保健センターが会場です
•母子保健の各教室の参加は、お一人のお子さんに対し
　1回のみです

INFORMATIONINFORMATION西区保健センター
・事業名を入力、検索してお申込み
ください
・電子申請での申込みが終了してい
る場合等はお問い合わせください

申込みはこちらから
母子保健

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

母
子
保
健

離乳食教室※
９/15㈬

 ①10:00～11:00
 ②13:30～14:30 離乳食の基本について学ぶ R3年4月・5月生まれの

赤ちゃんの保護者
8/11㈬
9:00～

電
子
申
請

定員 各回8人（先着順）

むし歯予防教室※
９/22㈬

 ① 9:30～10:10
 ②11:00～11:40

むし歯予防の話と歯みがき方法
について学ぶ

R2年4月～10月生まれの
お子さんの保護者

8/17㈫
9:00～

定員 各回6人（先着順）

育児相談（乳児期） ９/13㈪
9:30以降での時間予約制

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
8/10㈫
9:00 ～

育児相談（幼児期） ９/14㈫
9:30以降での時間予約制 1歳～就学前のお子さん

※①、②どちらかの時間を選択できます。
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