参加者
大宮区西部圏域
募 集

「健康体操教室」

地域住民の健康増進を目的とした「健康体操」を体験
する教室です。
（費用無料）
日 時★８月２０日㈪ １０時３０分〜１１時３０分
場 所★特別養護老人ホーム「はるぱてお」1階
問合せ★大宮区西部圏域地域包括支援センター 春陽苑
3６６１・８６１１

テーマは

大 宮 二 十 景

「大宮二十景」のひとつ
『JACK大宮とニューシャトル』

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
燃やせオレンジ魂！ ♪行け行け 大宮〜♪
大会／節
開催日時
リーグ第20節 8月15日㈬ 19:00

対戦相手
ヴィッセル神戸

競 技 場
浦和駒場スタジアム

リーグ第21節 8月19日㈰

18:00

鹿島アントラーズ

熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

リーグ第23節 8月29日㈬

19:00

柏レイソル

浦和駒場スタジアム

大宮区では2007区民ふれあいフェアにあわせて絵画展を行います。今年の
テーマは、区民の皆さんから幅広く募集し決定した「大宮二十景」です。
日 時●１１月３日（祝・土）
１０時〜１５時 ２００７区民ふれあいフェア会場に展示
※入賞作品はその後に別会場でも展示予定です。
テーマ●「大宮二十景」
（大宮公園、ソニックシティなど区内の魅力ある風景。
詳細は、区内施設に設置してある「二十景」マップをご覧ください。）
部 門●絵画…５５㎝×５５㎝の台紙に収まる大きさ（作画は自由・イラストも可）
対 象●区内在住、在学の幼児、小学1年生〜中学3年生
出品・費用●一人１点・無料
応 募●区コミュニティ課、地区公民館に設置してある応募要領をご確認の
上、出展申込書とともに応募してください。
（応募要領はホームペー
ジからダウンロードもできます）
問合せ●区コミュニティ課 3６４６・３０２０

1931年・アメリカ映画
※開始時間はすべて14時から
②こども映画会
※対象は、①④⑤⑦⑧は小学生、②③
桜木公民館
日時●8月25日㈯ 14時〜14時54分
⑥は小学生とその保護者
3643・5652 6641・6308
※定員は、①④⑤⑦は20人、⑧は10人、 上映作品●『ロミオとジュリエット』
『少女コゼット』
『おじいちゃんは
国際理解講座
②は20組、③⑥は10組
日時●9月28日㈮ 10時〜11時30分
ボクのヒーロー』（アニメ）カラー
※費用は、②は200円、③ ⑥は100円、
場所●講座室
〈①・②共通〉
⑧は50円、その他は無料
内容●多文化共生社会と私たち
会場●大宮図書館視聴覚ホール
※申込みは、直接来館又は電話で（申込
・無料
講師●尾嶋佐和子氏（早稲田大学講師）
定員・費用●96人（当日先着順）
初日のみ電話不可）
9時〜17時に。
大宮西部図書館
対象・定員●成人・30人（先着順）
三橋児童センター
費用・持ち物●無料・筆記用具
3664・4946 6667・7715
3・6644・2978
申込み・問合せ●8月10日㈮から、直接
映写会
絵手紙
日時●8月10日㈮ 14時〜15時50分
又は電話で同公民館へ。
日時●8月22日㈬ 14時〜15時30分
上映作品●「10+1ぴきのかえる」（ア
（9時〜17時にお願いいたします）
内容●はがきサイズの用紙にクレパスを
ニメーション）「おばけうんどう
使って花火や野菜など夏の思い出を
大宮東公民館
かい」
（アニメーション）
描きます。
親子講座
「親子で楽しむわらべうた」
3643・4391 6641・3927
講師●丹野アサ子氏（花墨会）
日時●9月13・20・27日、10月11日
子育てサロン「ひがしっこひろば」
対象・費用●児童10人
（先着順）
・無料
日時●8月27日㈪ 10時〜12時
（全4回 木曜日）
申込み・問合せ●8月１日㈬から直接同セン
内容●子育て中の親子が気軽に話をし
①10時〜10時40分
ターへ又は電話で。
（受付は10時〜17時）
ながら、交流できる場所
②11時〜11時40分
図書館
対象●子育て中の方ならどなたでも
講師●森島瑛子氏（わらべうた研究家）
費用●無料
対象●
大宮図書館
①2〜3歳の幼児とその保護者
申込み・問合せ●申込み不要。当日、 3643・3701 6648・8460
直接、同公民館へ。
② 4ヶ月〜１歳未満の乳児とその保護者
夏休み親子できくおはなし会
定員●各15組（応募多数の場合は抽選）
「昔ながらの素話を楽しむ」
児童センター
申込み●往復はがきに住所、親子の氏名、
日時●8月21日㈫ 11時〜12時
天沼児童センター
年齢
（月齢）、電話番号を記入し、8月30
14時〜15時
日
（木）
まで
（必着）に〒331-0825北区櫛
3・6645・7988
会場●会議室
夏休み工作
引町２−４９９−１大宮西部図書館へ
語り手●大宮おはなし箱会員・こども室職員

公民館

開催日
８/７㈫
８/９㈭
8/19㈰
8/21㈫
8/23㈭
8/26㈰
8/28㈫
8/30㈭

申込受付
定員に達す
るまで
８/８㈬〜
８/９㈭〜
８/10㈮〜
８/15㈬〜
８/16㈭〜
８/17㈮〜

対象●幼児・児童とその保護者
定員●各50人（先着順）
おはなし会
日時●毎週水曜日 15時30分から
会場●こども室
対象●幼児から（親子可）
映画会
①サタデーシネマ
日時●8月11日㈯ 14時〜15時9分
上映作品●『フランケンシュタイン』

移動図書館「宝くじ号」カレンダー
8月 〜 9月
ステーション名

8月 9月

時
間
7
三橋4丁目自治会館
4 15:00〜15:30
21

木

フォトフレーム（紙粘土）
バスボム（入浴発泡剤）
羊毛フェルトのコースター
しゃぼん玉風船
万華鏡
あみかご（クラフトテープ）
紙コップッター
アイロンビーズのフォトフレーム

火

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

平 和 台 公 園

2 13
30 27

14:40〜15:30

※雨天の場合は中止します。
詳しくは、大宮西部図書館（3664・4946）へ。
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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

日時

両親のための講演会
（さいたま市保健所）
定員 60組
（先着順）

ふたごっちクラブ
（見沼区保健センター）
定員 ①妊婦7人（先着順）

②親子8組（先着順）

内容

対象

９/22㈯
14:00〜16:00

親の心構えと子どもの健
康についての話・演奏会

市内在住の初めてお産をする
方とその夫

8/24㈮9時から電話で
大宮区保健センターへ

９/28㈮
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、座談会
②赤ちゃんの身体測定、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
H19年12/8〜H20年3/14の方）
②1歳未満のふたご以上の親子（初回参加者を
優先させていただきます）

8/28㈫9時から電話で
見沼区保健センターへ
3681・6100

事業名・定員

日時

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 20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）

内容

対象

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H19年10/21〜H20年2/16の方

8/6㈪〜
電話で。

９/８㈯ 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H20年2/16以前の方とその夫

8/8㈬〜
電話で。

９/11㈫ ９:30〜11:20

育児について、お友達づくり
をしながら楽しく学ぶ

H19年5・6月生まれ の 赤ちゃん
とその保護者

8/23㈭〜
電話で。

９/25㈫ 13:30〜15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H19年4・5月生まれ の 赤ちゃん
の保護者

8/20㈪〜
電話で。

９/20㈭ ①14:00〜14:45
②15:00〜15:45

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

H18年4月〜9月生まれのお子さ
んとその保護者

8/15㈬〜
電話で。

育児相談（乳児期）

８/１㈬ 9:30〜10:30
９/４㈫ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

８/21㈫ 9:30〜10:30

日時

成人保健

成人健康相談

８/24㈮ 13:30 〜 15:00

成人歯科健康相談
生活と食事健康相談
定員 4人（先着順）

９/28㈮ 13:30 〜 15:00

男性のための料理教室
会場：桜木公民館
調理実習を通して、 食生活を見
直すための料理教室です。
対 象…区内にお住まいの男性
日 時…9月27日㈭
10:00 〜 13:00
（受付9:45 〜 10:00）
定 員…20人（先着順）
容…メタボリックシンドローム
予防のための食事づくり
〜内臓脂肪を減らそう〜

会 場…桜木公民館調理実習室
（シーノ大宮センタープラザ6階）
申込み…８月９日㈭９時から、電話で
大宮区保健センターへ

35

S A I TA M A

申込み

９/５㈬・12㈬・19㈬・26㈬
13:30〜16:00（9/19㈬は9:20〜13:00）

事業名

内

6646・3169

2007.8

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

1歳未満の赤ちゃん
1歳〜就学前のお子さん

内容

対象

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
申込み
当日、直接、会場へ。

健康に関する相談、体重・体
脂肪率・血圧測定、尿検査、
歯みがき指導

―

保健師、管理栄養士による
個別の食事・生活相談

生活習慣病でお
悩みの方

※健康手帳をお持ちの方
は持参してください。

９/7㈮までに電話で。

ファットサル（脂肪去る）クラブ 〜目指すゴールはあなた次第〜
健診結果の「ちょっと高め」が危険です！あなたは大丈夫！
？
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）についての正しい知識を身につけ、生活
習慣を見直すための教室です。
＊治療中の方は参加できませんのでご了承ください。
対 象…区内にお住まいでさいたま市の健診等を受診し、以下のすべてに
該当する方、またはその家族。
（1）年齢が18歳〜64歳の方
（2）健康診査において、
「要指導」となった方（要医療の方は除く)
（3）
「BMI25以上」で下記のいずれかに該当する方
A：
「中性脂肪 150㎎／dl以上」または「HDLコレステロール 40㎎／dl未満」
B：
「収縮期血圧 130㎜Hg以上」または 「拡張期血圧 85㎜Hg以上」
C：
「空腹時血糖 110㎎／dl以上」または「HbA1c 5.6以上」
日 時…10月2日㈫、9日㈫、22日㈪、11月5日㈪、19日㈪（5日間で1コース）
定 員…25人（先着順）
会 場…大宮区保健センター
申込み…8月27日㈪9時から、電話で大宮区保健センターへ

