今月の

日曜納税窓口

大宮アルディージャホームゲーム情報
大宮アルディージャホームゲーム情報

月〜金曜日に納税できない方のために日曜納税窓口
を開設します。お気軽にご利用ください。
日 時

7月27日㈰ 9時〜15時

会

国民健康保険税は区役所1階
保険年金課3646・3073

場

♪ レッツゴー 大宮アルディージャ！♪
大会／節

その他の市税は区役所２階
収納課
3646・3042
※日曜納税窓口は毎月最終日曜日に開設します。
※他の区役所でも開設しています。

開催日時

対戦相手

競

技

場

リーグ
第16節

7月12日(土)
19：00

ジュビロ磐田

NACK５スタジアム大宮

リーグ
第19節

7月27日(日)
18：00

清水エスパルス

NACK５スタジアム大宮

※費用の表示がないものは無料です。

三橋児童センター
夏休み工作教室
「ふしぎな棒と新聞でつくるぼうし」
3・6644・2978
大宮東公民館
日時●8月7日㈭ 14時〜
夏のお楽しみ会〈乳幼児の部〉
対象・定員●小学生以上・40人
日時●7月3日㈭ 10時30分〜11時45分
3643・4391 6641・3927
国際理解講座
（受付10時15分〜）
申込み●7月15日㈫14時より児 童カウン
内容●人形劇・うちわ作り・喫茶店など
ターにて受付（電話での申し込み不可）
日時●9月8日㈪ 10時〜11時30分
映写会
内容●多文化共生社会と私たち
お母さんもホッとできます。
講師●尾嶋佐和子氏
（早稲田大学講師）
夏のお楽しみ会〈児童の部・小学生以上〉 日時●8月8日㈮ 14時〜
（アニメー
対象・定員●市内在住の成人・20人（先着順） 日時●7月23日㈬ 15時から17時30分
上映作品●「ぼくはおうさま」
（受付終了17時）
ション）
「おばけ長屋」
（アニメーション）
申込み・問合せ●7月8日㈫から、直接又
内容●ポッキー早なめ競争・ゴキブリう
定員・申込み●117人・当日先着順
は電話で同公民館へ（平日の9時〜17
ごきぶりゲームなど
時にお願いします）。
移動図書館「宝くじ号」カレンダー
持ち物●靴袋・紙袋・チケット代50円
児童センター
7月 〜 8月
絵手紙教室
7月 8月
ステーション名
時
間
天沼児童センター
日時●8月1日㈮ 14時〜15時30分
5
内容●はがき大の用紙にクレパスや墨で
3・6645・7988
三橋4丁目自治会館 8 19 15:00〜15:30
お誕生会※自由参加
夏の思い出を描きます
（汚れてもいい服
10 7
装で）
日時●7月8日㈫ 11時〜
平 和 台 公 園
14:40〜15:30
24 21
講師●丹野アサ子氏（花墨会）
内容●お誕生日のお友だちも、そうでは
※雨天の場合は中止します。
（先着順）
ないお友達も集まれ！！一緒にお祝い
対象・定員●小学生・10人
詳しくは、
大宮西部図書館（3664・4946）
へ。
申込み・問合せ●7月24日㈭から直接又
しましょう。誕生月のお友達は身体測
定もできますよ。
は電話で
（10時〜17時）
大宮工房館
対象●幼児とその保護者
☆児童センターの詳しい情報は、市社会
夏祭り「サマプレ２００８」
福祉事業団のホームページからご覧く
3645・3838 6645・3881
①針金ハンガーをリサイクルして小物か
ださい。http://www.saicity-j.or.jp
日時●7月19日㈯ 13時30分〜16時
けづくり
（受付15時30分まで）
図書館
内容●水ヨーヨーつり、工作やゲーム
日時●7月30日㈬ 14時〜16時
コーナー等
対象●市内在住又は在学の小学生以上
大宮図書館
対象・申込み●幼児、児童・不要
定員・費用●24人（先着順）
・500円（材料費）
3643・3701 6648・8460
夏休み親子できくおはなし会
②親子で壁掛け時計にトールペイント
持ち物●靴を入れるビニール袋
「昔ながらの素話を楽しむ」
夏休み工作
日時●8月5日㈫ 10時〜11時30分
日時●7月24日㈭ 11時〜12時
対象●市内在住又は在学の小・中学生と
内 容
開催日 申込受付
14時〜15時
保護者
① 風船スライム
7/23 ㈬ 7/13 ㈰
語り手●大宮おはなし箱会員・こども室
定員・費用●9組18人（先着順）
・1組1,800
② ウォーターパラダイス
7/25 ㈮ 7/15 ㈫
職員
円
（材料費）
③ でかでかプラバン
7/27 ㈰ 7/16 ㈬
③ミニうちわとクリアファイルに押し花
対象●幼児・児童とその保護者
④ ソーラービーズのストラップ 7/30 ㈬ 7/20 ㈰
※開始時間は、①は14時〜・15時〜。そ
定員●各50人（先着順）
をアレンジ
の他は14時〜
おはなし会
日時●8月11日㈪ 9時30分〜11時30分
※対 象は、③は小学 生とその保護者、 日時●毎週水曜日 15時30分から
対象●市内在住又は在学の小学生以上
その他は小学生
対象●幼児から
定員・費用●30人（先着順）
（親子可）
・500円（材料費）
※定 員は、 ① は各20人、 ② ④ は20人、
【①②③共通】
③は15組
申込み・問合せ●7月5日㈯10時から、費
大宮西部図書館
※費用は、 ③は50円、 ④は100円、 そ
用を添えて、直接大
3664・4946 6667・7715
親子で聞く夏休みおはなし会
の他は無料（持ち物あり）
宮工房館へ。
（応募
※申し込みは、直接又は電話で（申し込
日時●7月30日㈬ ①11時〜 ②14時〜
多数の場 合はその
み初日のみ電話不可）
９時〜17時に。
語り手●大宮おはなし箱会員、図書館職員
場で抽せん）
また、7/17㈭〜7/19㈯はイベント開催
対象●幼児・児童とその保護者
のため、申し込みできません。
定員・申込み●なし・不要

公民館

火
木

4

大宮区保健センター からのお知らせ

大宮区役所 2F
申込み・問合せは

3646・3100

母 子 申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象です。 成 人 健康相談は電話でも
保 健 各学級の参加は、お一人のお子さんに対し1回のみです。 保 健 行っています。
会場名がない事業は、大宮区保健センターが会場です。

事業名
産婦・新生児訪問

日時
随時

事業名・定員

内容

対象

申込み

助産師又は保健師の訪問
による育児相談

生後28日以内の赤ちゃんとその
母親 （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○をつけ投函
するか、電話で各区保健センターへ。

日時

両親学級
定員 15組（先着順）

母 子 保 健

離乳食教室
定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
定員 各10組（先着順）

内容

対象

８/23㈯ 9:15〜12:00

安心して育児ができるような話や、
赤ちゃんのおふろの入れ方を実習

初めてお産をする方で出産予定日が
平成21年1/16以前の方とその夫

7/16㈬〜
電話で。

８/29㈮ 13:30〜14:50

離乳食について楽しく学ぶ

平成 20 年 3・4 月生まれの赤ちゃ
んの保護者

7/18㈮〜
電話で。

８/12㈫ ①11:00〜11:45
②14:00〜14:45

むし歯予防のために規則的な
食生活や正しい歯みがき習慣
を身につける

平 成19年3月〜8月生まれ のお
子さんとその保護者

7/11㈮〜
電話で。

育児相談（乳児期）

７/28㈪ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

７/29㈫ 9:30〜10:30

成人保健

事業名

健康相談

6646・3169

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心配ごと
の相談

日時

1歳〜就学前のお子さん

申込み

保健師、管理栄養士、歯科
衛生士による個別の健康相
談

メタボ予防のゆったり運動講座

当日、直接会場へ。
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

内容

月曜日〜金曜日
9:00 〜 16:30
※祝休日を除く

申込み

直接、保健センターへ。
栄養・歯科相談については事前にお問い
合わせください。
※健康手帳をお持ちの方は持参してください。

畳の上でできるながら運動＆アロマストレッチ編

話題のメタボ、、体を動かして楽しくメタボ予防しませんか？
！
メタボ（メタボリックシンドローム）予防は、食生活や運動などの生活習慣を改善することです。
今回の講座では、畳の上でできるながら運動について、実際に体を動かして楽しく学んでいきます。

一緒にメタボリック
シンドローム予防を
始めませんか！

対 象…区内にお住まいで、①さいたま市国民健康保険特定健康診査を受診し、積極的支援に該当された方
②メタボ予防に関心がある18〜74歳の方
※ 激しいものではありませんが運動実技を行いますので、体調に支障がないことをご自身で
ご確認の上、動きやすい服装でご参加ください。
※ ご希望の方はアロマオイルマッサージ体験ができます。
日 時…７月３０日㈬

13時３０分〜15時３０分

定 員…①②合わせて１５人（先着順）
会 場…桜木公民館

和室（保健センター会場ではありません お間違いなく）

申込み…７月９日㈬9：
００〜、電話で大宮区保健センターへ

第16回8020よい歯のコンクール
審査・表彰…
日時 8月7日㈭ 14：00〜
会場 大宮歯科衛生士専門学校

―80歳以上で20本以上の歯がある方のコンクールー

対象者…大宮区在住で平成20年10月11日までに80歳を迎える方で、
自分の歯が20本以上ある健康な方で、過去に受賞していない方
申込み・問合せ…7月18日㈮までに大宮歯科医師会へ
3644・8324 6648・0249

߽࣍ơǼǩǕǟǥ½Ǯ¢
ー絵本との出会い、大好きな人と分かち合いの時をー
参加方法
問合せ

4か月児健康診査の通知に同封の
引換券を持参し、直接、会場へ。
大宮区支援課（3646・3061）
子育て支援課（3829・1271）

日

時

会

7月3日㈭ 14時〜15時30分
7月23日㈬ 10時〜11時30分

場

大宮区保健センター

※時間はいずれも受付時間
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