毎月最終日曜日

公開税務相談
日

時●11月26日
（水）
・12月16日
（火）
・
平成27年1月8日
（木）
・2月5日
（木）
15時〜17時

会

場●大同生命ビル 4階会議室
（吉敷町1-23-1）

内

容●税理士が税に関する相談に無料で答える
（要予約）

申込み●電話で、（公社）
大宮法人会事務局
（3642・3121）
へ。
問合せ●市民総務課
3829・1214 6829・1969

区役所の休日窓口をご利用ください（支所を除く）

日 時●11月30日
（日） 8時30分〜17時15分
主な取扱い業務●
住民異動届、戸籍の届出、国民健康保険や国民年金などの届出
住民票の写し、印鑑登録証明などの各種証明書の交付
市税、国民健康保険税の納付と納税相談
11月の納期:国民健康保険税 第5期
※区役所の一部業務を取り扱います。
※手続きにより、必要な書類があるもの、取り扱いできないもの、
当日完了しないものがありますので、事前にさいたまコールセ
ンター
（3835・3156、6827・8656）
へお問い合せください。
問合せ●開設に関すること 区総務課
3646・3012 6646・3160
取扱い業務に関すること 各担当課へ

※費用の表示がないものは無料です。 ※事業は中止・変更になる場合があります。

公民館

児童センター
天沼児童センター
3・6645・7988
チャレンジランド
日時●11月15日㈯・16日㈰
14時〜14時30分
内容●ストラックアウト
対象●小学生、幼児
（保護者同伴）

4

大宮図書館
3643･3701 6648･8460
おはなし会
日時●毎週水曜日（11月5日・26日を
除く） 15時30分〜
対象●幼児から
（保護者同伴可）
秋のおはなし会
日時●11月22日㈯ 11時〜12時
14時〜15時
内容●昔ながらの素話を楽しむ
対象●幼児から
（保護者同伴可）
定員●各50人（当日先着順）
桜木図書館
3649･5871 6649･5875
11月10日㈪から13日㈭まで、
特別整理のため休館します。休館
中の資料の返却はブックポストを
ご利用ください。
※その他の行事は、図書館のホーム
ページをご確認ください。
http://www.lib.city.saitama.jp/

11月 12月
時 間
11
三橋4丁目自治会館 25 9 15:00〜15:30
ステーション名

木

大宮東公民館
3643・4391 6641・3927
子育てサロン ひがしっこひろば
日時●12月2日㈫ 10時〜12時
内容●クリスマスをテーマにした絵
本の読み聞かせや工作など
対象●乳幼児とその保護者

図書館

移動図書館カレンダー
11月 〜 12月
火

大宮中部公民館
3641・8955 6641・3929
ふれあいコンサート（託児付）
日時●12月12日㈮ 13時30分〜15時
内容●ソプラノ、ピアノ連弾の鑑賞
対象●市内在住の方
定員●50人
（先着順）
申 込 み ●11月17日 ㈪
９ 時 か ら、 直 接 又
は 電 話 で、 同 公 民
館へ。
大成公民館
3663・4927 6651・4082
おやこサロン
日時●11月27日㈭ 10時〜12時
内容●秋を探しに落ち葉で遊ぶ
対象●未就園児とその保護者

11月生まれのお誕生会
日時●11月25日㈫ 11時〜11時30分
内容●誕生月児は手形とりと身体測定
対象●未就園児とその保護者
三橋児童センター
3・6644・2978
おはなしのへや
日時●11月13日㈭ 11時〜12時
内容●読み聞かせ、手遊びなど
対象●乳幼児とその保護者
おおきくなったかな
日時●11月27日㈭ 11時〜12時
内容●手形・足形とりと身体測定
対象●乳幼児とその保護者
※その他の行事は、社会福祉事業団
のホームページをご確認ください。
http://www.saicity-j.or.jp/

平 和 台 公 園

13 11
14:40〜15:30
27 25

※雨天の場合は中止します。詳しくは、大宮西部図書館
（3664・4946 6667・7715）へ。

高鼻コミュニティセンター
3644・3360 6644・3361
冬休み子ども書き初め講座
日時●12月26日㈮ 13時〜15時
対象●市内在住又は在学の小学３年
〜中学生
定員●10人（抽選）
費用●300円
申込み●11月26日㈬（必着）までに、
往復はがき（１人１通のみ）で、講
座名、住所、氏名（ふりがな）、学
年、電話番号を、〒330-0803 高
鼻町2-292-1 高鼻コミュニティセ
ンターへ。
※都合により、会場が大宮工房館に
なる場合があります。

大宮工房館
3645・3838 6645・3881
子ども書き初め講座
日時●12月25日㈭ 10時〜12時
対象●市内在住又は在学の小学３年
〜中学生
定員●20人（先着順）
費用●300円
申込み●11月22日㈯10時から、直接、
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、１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
随時
※土・日・祝休日・年末
年始（12/29〜1/3）
は除く

産婦・新生児訪問

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○をつけ郵送す
るか、電話で、区保健センターへ。

日時

プレママスクール
〜デンタルクラス〜

内容
妊娠中からの歯の健康について
（歯科健診・ブラッシング）と赤
ちゃんとの生活について学ぶ

12/17㈬ 13:30〜16:00

定員 30人（先着順）

はじめまして
パパママ教室

母 子 保 健

定員 28組（先着順）

離乳食教室
定員 26人（先着順）

むし歯予防教室

初めてお産をする方で、出産予定
日が平成27年1/20〜5/18の方

11/13㈭〜
電話で

初めてお産をする方で、出産予
定日が 平 成27年1/20〜5/18の
方とそのパートナー

11/17㈪〜
電話で

12/２㈫ 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26年8/16〜9/30生まれ の
赤ちゃんとその保護者

11/7㈮〜
電話で

12/16㈫ 13:30〜14:50

離乳食の進め方とお口のケア
について

平 成26年7月・8月生 まれ の 赤
ちゃんの保護者

11/12㈬〜
電話で

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25年7月 〜 平 成25年12月
生まれのお子さんとその保護者

11/11㈫〜
電話で

①10:30〜11:15
②14:00〜14:45

育児相談（乳児期）

11/26㈬ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

11/28㈮ 9:30〜10:30

成人保健

事業名

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歳未満の赤ちゃん
1歳〜就学前のお子さん

内容

月〜金曜日 9:00 〜 16:30
※祝休日は除く

健康相談

申込み

妊娠・出産・親の役割の話と、
赤ちゃんのおふろの入れ方等
を体験する

12/11㈭

定員 各10組（先着順）

対象

12/20㈯ 9:00〜12:00

定員 20組（先着順）

育児学級

6646・3169

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
直接、区保健センターへ。
栄養・歯科相談は事前にお問い合わせください。

保健師、管理栄養士、歯科衛生士
による個別の健康相談

※健康手帳がある方はお持ちください。

糖尿病を予防しよう！
糖尿病はかかる人が急速に増えてきた生活習慣病の一つで
す。
「平成24年国民健康･栄養調査」によると、糖尿病が強く疑

糖尿病予防には、適正体重を維持する生活習慣が有効です。

われる者（糖尿病有病者）は約950万人、糖尿病の可能性を否定

食べ過ぎない

できない者
（糖尿病予備群）は約1,100万人と推計されています。

栄養バランスのよい食事をする

糖尿病の初期は自覚症状がほとんどありませんが、放置して
いると確実に進行します。糖尿病で一番怖いのは、全身の血管

1日３食、規則正しいリズムで食べる
適度な運動をする

が障害を受けて、さまざまな合併症を引き起こすことです。

体組成の測定ができます！
！

ピーナッツクラブのご紹介

筋肉量や筋肉バランス、脂肪量などの体組

ふたご以上の子どもを持つ保護者の方の自主的な

成を測定してご自身の健康づくりに活用して

育児サークルです。ふたご以上の子どもの育児でお

みませんか。

悩みの方、子どもを連れて遊びにいく場所を増やし

日

時…11月21日㈮

対

象…18歳以上の方

10時〜12時

たい方など、ピーナッツクラブで一緒にお話しして

13時〜16時

みませんか。

この他の測定日については、区保健センター
へ。

日

時…毎月1回

10時〜12時

（11月は5日㈬に開催）
詳しくは、区保健センターへ。

※妊娠中の方、ペースメーカーなどの体内機
器を装着されている方は測定できません。

初めてご参加の方も大歓迎です
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