今月の

日曜納税窓口

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

10月26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

その他の市税は区役所２階
収納課
※日曜納税窓口は毎月最終日曜日に開設します。
（12月は第３週目）
※他の区役所でも開設しています。

3646・3042

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

シーズンも終盤…がんばれ大宮アルディージャ！
大会／節
リーグ
第28節
リーグ
第30節

開催日時

対戦相手

10月4日㈯
18：00

柏レイソル

競

技

場

NACK５スタジアム大宮

10月26日㈰
ジェフユナイテッド千葉 NACK５スタジアム大宮
16：00

※費用の表示がないものは無料です。

市報さいたま大宮区版
「大宮」
を
一緒に作りませんか

公民館
大宮東公民館
3643・4391 6641・3927
人権講座
日時●11月21日㈮ 14時〜16時
内容●人権の歴史Ⅱ「中世史の庶民像」
講師●宮内正勝氏（大東文化大学講師）
対象・定員●市内在住の成人・40人
（先着順）
申込み・問合せ●10月7日㈫から、直接
又は電話で同公民館へ（平日の9時〜
17時にお願いします）

児童センター
天沼児童センター
3・6645・7988
チビッコ広場※自由参加
日時●10月14日㈫ 11時〜
内容●うた・手あそび・スキンシップあそ
び・リズム体操等
対象●幼児とその保護者
お誕生会※自由参加
日時●10月28日㈫ 11時〜
内容●お誕生会
お誕生日のお友だちも、そうではない
お友達も集まれ!!一緒にお祝いしましょう!
対象●幼児とその保護者
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移動図書館「宝くじ号」カレンダー
10月 〜 11月
ステーション名

10月 11月

時

間

三橋児童センター
三橋4丁目自治会館 28 11 15:00〜15:30
3・6644・2978
乳幼児育児相談
16 13
日時●10月22日㈬ 10時〜12時
平 和 台 公 園
14:40〜15:30
30 27
内容●保健師による相談
（身体測定あり）
※雨天の場合は中止します。
対象●0歳〜未就学児とその保護者
詳しくは、大宮西部図書館（3664・4946）へ。
幼児家庭学級 三橋公民館共催
日時●10月24日㈮
北図書館
10時30分 〜11時30分
3669・6111 6669・6115
（10時20分開場）
「えいしゃかい」
内容●ぺープサート（花さかじいさん・イ
①日時●10月4日㈯ 14時〜
ソップ物語・七匹のこやぎ）
上映作品●『シートン動物記 ちび
対象・定員●2歳以上就学児前の幼児と
犬チンク』
（アニメ）
、
『チョコレート
戦争』
（児童劇）
その保護者・50組（先着順）
②日時●10月18日㈯ 14時〜
講師●かたつむり人形劇団
『カサブランカ』
申込み●10月1日(水)から直接又は電話で
上映作品●
同センターへ。
（祝日を除く9時〜17時半） 《①・②共通》
会場●プラザノース ユーモアスクエ
西地区児童センター合同運動会
ア映写室
日時●11月15日㈯ 10時〜15時
定員●40人
会場●植水小学校体育館
（当日先着順）
内容●植水・馬宮・三橋児
大宮工房館
童センター合同で、パン
食い競争やリレー等を
3645・3838 6645・3881
陶芸１日体験講座
行います。
対象・定員●小学生・各館
日時●Ａコース 11月６日㈭
20人（先着順）
9時30分〜11時30分
申込み●10月14日㈫〜31日㈮に各センター
Ｂコース 11月９日㈰
9時30分〜11時30分
で所定用紙によりお申込みください。
内容●来年の干支、丑の置物をつくる
その他の行事は、社会福祉事業団の
対象●市内在住又は在勤の方
ホームページからご覧いただけます。
定員●各コース15人（応募多数の場合は
http://www.saicity-j.or.jp
抽せん）
費用●800円
（教材費）
図書館
申込み・問合せ●往復はがき（１人１通の
大宮図書館
み）で講座名（コースも）、住所、氏名（ふ
3643・3701 6648・8460
りがな）、電話番号を、10月15日㈬（必
おはなし会
着）までに、〒330−0804 大宮区堀の
日時●毎週水曜日 15時30分〜
内町１−577−3大宮工房館へ。
対象●幼児から
（親子可）
木

募集条件●区内在住の20歳以上で、主
に平日活動できる方（企画会議を毎月
第2金曜日午前中に行っています）
応募方法●はがき又はファクスで① 住
所②氏名③電話番号（連絡のとれるも
の）④区版でどんなことを取り上げたい
かなど、簡潔に記入しお送りください。
募集期限●12月25日㈭まで
問合せ●区コミュニティ課 3646・3020
6646・3161

大宮西部図書館
3664・4946 6667・7715
映写会
日時●10月23日㈭ 14時〜16時
上映作品●「わんぱく戦争」
（児童劇・劇
映画）
対象・定員●小学生以上・117人（当日先
着順）

火

今 年の5月号から市報さいたまの裏
表紙が各区版の表紙になりました。裏
表 紙を含めて5ページで各区の情 報を
発信しています。
「大宮」は区民の皆さ
んの情報紙となるよう、区民の方々と
一緒に作成していきたいと考えていま
す。すでに若 干名のボランティアの方
に企画・取材等のお手伝いをいただいて
います。また「大宮」の表紙に使用する
写真の提供も募集しています。興味の
ある方はぜひご応募ください。なお区
版の編集業務は外部に委託しています。

親子工作
〜革細工ペアキーホルダー作り〜
日時●10月18日㈯・19㈰ 14時〜
内容●革に刻印を押し色つけをして、ペ
アキーホルダーを作ります。
（１家族２
個まで）
対象・定員●年長児以上とその保護者・
10組
費用●200円
申込み●10月8日㈬から直接又は電話で
同館へ。

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
ふたごっちクラブ
（会場：緑区保健センター）
定員 ①妊婦10人（先着順）

②親子8組（先着順）

日時

内容

対象

11/25㈫
①13:30〜16:00
②14:00〜16:00

① ふ たご 以 上 の 妊 娠・出
産・育児についての講義、
座談会
②交流会、座談会

①ふたご以上を妊娠中の妊婦（出産予定日
が平成21年2/4〜平成21年5/12の方）
②1歳未満のふたご以上の親子（初めて
の参加を優先させていただきます）

事業名・定員
母親学級
定員 26人（先着順）

両親学級
定員 15組（先着順）

母 子 保 健

育児学級
定員 22組
（先着順）

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）

申込み
10/20㈪9時から電話で
緑区保健センターへ
3712・1200

日時

内容

対象

11/５㈬・12㈬・19㈬
13:30〜16:00（11/12㈬は9:30〜13:15）

妊娠・出産・育児などについて友
達づくりをしながら楽しく学ぶ

初めてお産をする方で、出産予定日が
平成20年12/21〜平成21年4/18の方

10/8㈬〜
電話で。

11/８㈯ 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4/18以前の方とその夫

10/14㈫〜
電話で。

11/11㈫ 13:30〜15:20

育児について、お友達づくり
をしながら楽しく学ぶ

平成20年7・8月生まれの赤ちゃ
んとその保護者

10/10㈮〜
電話で。

11/28㈮ 13:30〜14:50

離乳食について楽しく学ぶ

平成 20 年 6・7 月生まれの赤ちゃ
んの保護者

10/20㈪〜
電話で。

11/18㈫ 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6月〜11月生まれのお
子さんとその保護者

10/16㈭〜
電話で。

育児相談（乳児期）

10/30㈭ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

10/31㈮ 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
月曜日〜金曜日
9:00 〜 16:30
※祝休日を除く

メタボ予防の運動講座

申込み

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
1歳〜就学前のお子さん

内容

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

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
合せください。
※健康手帳をお持ちの方は持参してください。

〜体を動かして、楽しくメタボ予防しませんか？

10月16日はウォーキング講座、11月８日は青竹ビクスの講座です！
ウォーキング 簡単だけど 効果的！ 編
日 時…１０月１６日㈭ 1９時〜２０時４５分
会 場…大宮区保健センター
申込み…10月1日㈬9時〜電話で大宮区保健センターへ

青竹を 踏んで全身 リラックス！ 編
日 時…１１月８日㈯ １３時３０分〜１５時３０分
会 場…桜木公民館 和室（シーノ大宮６階）
申込み…10月17日㈮9時〜電話で大宮区保健センターへ

10月16日・11月8日の講座とも、対象は区内にお住まいで次の①又は②の方、定員は合わせて16人です。
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
※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。

11月8日は「いい歯の日」です
歯周病予防教室
日 時…11月20日㈭ 13時30分〜15時30分
会 場…大宮区役所保健センター
申込み…10月17日㈮9時〜電話で大宮区保健センターへ
対象･定員…区内にお住まいの方、
２０人
内 容…講義とブラッシング実習
おしゃれのために、
まずは口元から若返りをしましょう♪

歯についての講座に参加してみませんか？
親子のための歯科衛生
日 時…11月20日㈭ 10時〜12時
内 容…講演、歯科健診・相談、歯みがき指導
会 場…大宮歯科医師会1階ホール（大宮区下町３−４７）
対 象…市内在住の0〜5歳の乳幼児とその保護者
定 員…70組（電話予約制・先着順）
持ち物…スリッパ ※車でのご来場はご遠慮ください。
申込み・問合せ…大宮歯科医師会 3644・8324
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