■サークル会員募集

取り扱い業務は、市税と国民健康保険税の
納付と納税相談です。
日 時

9月24日（日） 9時〜15時

場

国民健康保険税は区役所1階
保険年金課
その他の市税は区役所2階収納課
区保険年金課 薊646・3073
区収納課
薊646・3042

所

問合せ

節

開催日時

第22節 9月10日（日）
19：00
第25節

対戦相手
浦和レッズ

競

日 時
場 所
持ち物
問合せ

9月30日（土）
名古屋グランパスエイト 浦和駒場スタジアム
19：00

応募資格
申 込 み

9月28日（木） 13時〜16時
大宮区役所 保険年金課
納付案内書、年金手帳など
区保険年金課
薊646・3074
大宮社会保険事務所薊652・7474

公民館
桜木公民館
3643・5652 6641･6308
①江戸文学を学ぶ
日時●10月5日、
12日、
19日
（いずれも木曜日）
10時〜11時30分
内容●「江戸時代の文学と笑い」
講師●中山尚夫氏（東洋大学助教授）
対象・定員●成人・40人（先着順）
持ち物●筆記用具
②親子リトミック教室
日時●10月18日（水）10時〜11時30分
内容●子どもとふ
れあい遊び！
身近な手遊び
から音楽を使っ
て体を動かして
遊びます。
講師●菅野清子氏（レクリエーションイ
ンストラクター）
対象●2才以上の未就学児とその保護者
定員●30組（先着順）
持ち物●動きやすい服装、室内履き、
浴用タオル2本、新聞紙1日分
〈①・②共通〉
申込み・問合せ●9月11日（月）から、直
接又は電話で同公民館へ。
（9時〜17時にお願いします）
大成公民館
3663・4927 6651・4082
歴史講座第2部「江戸の人物群像」
日時●10月12日、
19日、26日、11月2日
（いずれも木曜日）
13時30分〜15時30分
内容●江戸時代の人物群像
講師●高橋千劔破氏（日本ペンクラブ理
事・文芸評論家）
対象・定員●一般成人・50人（先着順）
費用●無料
申込み・問合せ●9月25日（月）9時から
直接又は電話で同公民館へ。

場

埼玉スタジアム2002

第25節名古屋グランパスエイト戦に、大宮
区民500組（1,000名）を無料ご招待します。
大宮区民の方は是非ご応募ください。

普段は、区役所の窓口で納めることができま
せんので、是非ご利用ください。

技

問 合 せ

■大宮ツーソックス
●9月9日
（土)から
1月まで月3 回（ 全
15回)14時30分〜
16時30分●JACK大宮5階ほか
●月会費2,000円●スクエアダ
ンス初心者講習会。カントリーや
ウエスタンの曲に合わせ、8人1
組で踊るダンスです。●蘭（あら
らぎ)薊641・1960

大宮区在住の方
往復はがきに住所・氏名・電話番号を記入し、9月16日
（土）
までに下記あて先まで
お送りください。 〒330-0803 大宮区高鼻町1-20-1大宮中央ビルディング
「9/30名古屋戦 大宮区民感謝デー」係
大宮アルディージャ オフィシャルファンクラブ事務局
フリーダイヤル 0120-038506（火〜金10時〜18時）
ホームページ http://www.ardija.co.jp

児童センター

パンダ
日時●9月8日（金）から毎週金曜日
11時〜
内容●手遊び・体操・製作・親子あそび等
対象●3〜4歳児とその保護者

天沼児童センター
3・6645・7988
ハイハイサロン
日時●9月7日（木）から毎週木曜日
10時45分〜
図書館
内容●うた・手あそび・親子あそび等
対象●0歳児とその保護者20組
大宮図書館
申込み●直接又は電話で同センターへ。 3643・3701 6648・8460
ヨチヨチサロン
大宮図書館臨時休館のお知らせ
日時●9月6日（水）から毎週水曜日
施設改修工事のため、大宮図書館を
10時45分〜
臨時休館します。
内容●うた・手あそび・体操・親子あそび等
なお、資料の返却はブックポスト
対象●1歳児とその保護者
（本のみ）又は最寄りの図書館にお願い
なかよし広場
します。
日時●9月8日（金）から毎週金曜日
●改修休館期間●
10時45分〜
9月1日（金）〜12月27日（水）
内容●うた・手あそび・体操・紙芝居等
●年末年始休日●
対象●2〜4歳児とその保護者
12月28日（木）〜平成19年1月4日
（木）
げんきであそぼう1・2・3
日時●9月7日（木）から毎週木曜日
開館は平成19年1月5日（金）からとな
11時〜
ります。
場所●大宮第2公園 チビッコ広場
詳しくは、大宮図書館へ。
内容●うた・手あそび・体操・集団あそび等
対象●2〜4歳児とその保護者
大宮西部図書館
※雨天の場合は中止
3664・4946 6667・7715
映写会
三橋児童センター
日時●9月7日（木）10時〜11時55分
3・6644・2978
上映作品●「絵の中のぼくの村」（児童
①ラッコ
劇映画）
日時●9月4日（月）から毎週月曜日
11時〜
対象●0歳児とその保護者
移動図書館「ほたる号」カレンダー
②うさぎ
9月 〜 10月
日時●9月5日（火）から毎週火曜日
11時〜
対象●1歳児とその保護者
③コアラ
日時●9月6日（水）から毎週水曜日
11時〜
対象●2歳児とその保護者
〈①〜③共通〉
内容●うた・手遊び・親子遊び等

ステーション名

9月 10月

時間

5 3
14:50〜15:50
火 三橋4丁目自治会館
19 17
木 平 和 台 公 園 14 12 14:40〜15:50
28 26
※雨天の場合は中止します。
詳しくは、大宮西部図書館 薊（664・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
ふたごっちクラブ
（見沼区保健センター）
定員 ①妊婦10人（先着順）

②親子8組（先着順）

日時
10/２㈪
①13:30〜16:00
②14:00〜16:00

事業名・定員
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

ふたご以 上 の 妊 娠・出 産・
育児についての話、身長・
体重測定、交流会

①ふたご以上を妊娠の方（分娩予定日
がH18.12/12〜H19.3/19の方）
②1歳未満のふたご以上の赤ちゃん
とその保護者（初めての方を優先）

日時

対象

10/14㈯ ９:15〜12:00

初めてお産をする方で分娩予定日
がH19.3/18以前の方とその夫

９/21㈭〜

10/26㈭ 13:30〜15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H18.5・6月生まれの赤ちゃんとそ
の保護者

9/13㈬〜

10/18㈬ ①10:00〜10:45
②11:00〜11:45

むし歯予防のために規則的な
食生活や正しい歯磨き習慣を
身につける

H17.5〜10月生まれのお子さんと
その保護者

9/19㈫〜

育児相談（幼児期）

９/26㈫ 9:30〜10:30

事業名

成 人 保 健

成人歯科健康相談
生活と食事健康相談

9/8㈮9時から、電話で、
見沼区保健センターへ。
3681・6100

内容

９/５㈫ 9:30〜10:30
10/５㈭ 9:30〜10:30

成人健康相談

申込み

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

育児相談（乳児期）

公民館等健康相談

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・会場

1歳未満の赤ちゃん
1歳〜就学前のお子さん

申込日

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

内容

対象

申込み

10/５㈭ 13:30〜14:30…三橋公民館

健康に関する相談、体重・体
脂肪率・血圧測定、尿検査

―

当日、直接、会場へ。

９/11㈪ 13:30〜15:00

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

―

は持参してください。

10/16㈪ 13:30〜15:00

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4人(先着順)

9/25㈪までに電話で、
同保健センターへ。

※健康手帳をお持ちの方

産婦・新生児訪問指導

歯周病予防教室

助産師または保健師が訪問し、育児その他の相談に応じ
ます。

歯周病を予防するための正しい知識とブラッシング方法
を学ぶ教室です。

日時…随時

日時…10月19日㈭

内容…助産師又は保健師の訪問による育児相談や身長・体
重の計測など

10：00〜12：00（受付 ９：４５〜１０：００）

対象…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みます）

内容…講義｢歯周病及び予防法について｣（歯科医師）
ブラッシング実習（歯科衛生士）

申込み・問合せ…母子健康手帳別冊に添付の「出生連絡
票」の訪問希望｢有｣に○をして投函するか、または
お住まいの区の保健センターへ電話でご連絡くだ
さい。

対象…区内にお住まいで歯周病予防に関心のある方

保護者の
氏名
ふりが

子の氏名な
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SAI T A M A

2006.9

会場…大宮区保健センター
申込み・問合せ…9月15
日 ㈮9時 から 電 話
で同保健センター
へ。

別 冊

（第

定員…20人

子）

