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⑫ 上木崎ボランティア遊登里

〜浦和区コミュニティ会議〜
私たちは、
「そば打ち体験」を通して、児童と高齢者
との世代を越えたふれあいを深め、幅広い三世代交流
のなかで、地域の健康づくりを目的とする「そば打ち」
団体です。
活動の拠点は、上木崎地区で、年に４〜５回程度上
木崎公民館の調理室をお借りして、そば打ち体験、ふ
れあい会食を行なっております。
また、そば打ち道具の貸し出しを行なっており、他の
公民館からも要望が多くあります。私としましては、
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上木崎ボランティア遊登里

イベントのご案内

色々なところでそば打ちが
開かれていると思うと、う
れしい限りです。
食育 の声が 高まる昨
今、そ ば を打って「 打つ 喜
び」、
「 食べる喜び」を味わ
い、生活に潤いをもてたら
▲親子そば打ち体験の様子
よいと思っています。
みなさんも、
ぜひ、
お気軽にご参加ください。
代 表 者●松本 登美

発売中 問合せ／財団チケットセンタ
ー 3858・5511

埼玉会館ファミリー・クラシック
夏休みオーケストランド！

お菓子工場見学
お菓子
工場見学

内容／木村 弓：
『千と千尋の神隠し』
より<いつも何度でも> エルガー：行
進曲《威風堂々第１番ニ長調》Op.39
ほか 日時／8月5日㈰ 14:00〜開
演 会場／埼玉会館 料金／S席 大
人4,000円 中 学 生 以 下2,000円
親子セット5,500円 A席 大人3,500
円 中学生以下1,500円 親子セッ
ト4,500円 ※３歳未満のお子さまの
ご入場はご遠慮ください。 チケット

内容／チョコレート菓子の製造ライン
見学 菓子展示物紹介・説明など
日時／平日①10時〜②13時〜③15
時〜 月曜日午後のみ、金曜日午前の
み 会場／ロッテ浦和工場 南区沼影３
−１−１ 対象／小学生、中学生、親
子団体等 費用／無料 申込み／見
学希望日の２週間前までに電話でお申
し込みください。 問合せ／ロッテ浦
和工場 3837・0337

事務局● 3833・1471

大崎清掃事務所の戸別収集専用
電話は廃止になりました
平成17年度以前に市で発行した「生活
百科ハローマイタウン」に掲載してある、
大崎清掃事務所の戸別収集専用電話は平
成18年3月31日で廃止になりました。
戸別収集を申し込まれる方は「粗大ご
み受付センター」まで電話にて申し込ん
でください。
問合せ／粗大ごみ受付センター
3840・5300

公民館・図書館からのお知らせ
岸町公民館(浦和区岸町) ｌ824・0168
講座名・会場
国際交流
「浦和おどり講習会」

日時

内容

7月19日㈭・26日㈭
18時30分〜 20時30分

浦和まつりの参加を目指して浦和おどりの
練習をする

対象・定員・費用
どなたでも
40名・無料

申込み
国際交流市民の会代表
松崎静 ｌ８３３
・４１９９

大東公民館(浦和区大東) ｌ886・0656
講座名・会場

日時

子育てサロンぽっかぽか

7月9日㈪
10時〜 12時

北浦和図書館（浦和区北浦和）
事業名

内容

対象・定員・費用

子どもを遊ばせながら、 母親同士で子育て
の悩みなどを自由に話す

乳幼児とその親
30組・無料

ｌ832・2321 ｊ832・2324

申込み
不要
直接公民館へ

休館日：2日㈪、9日㈪、17日㈫、23日㈪、30日㈪

日時

内容

おはなし会

７月４日㈬、11日㈬、18日㈬ 15時〜

絵本の読み聞かせ、わらべうた、パネルシアターなど

幼児（親子可）

対象

えほんのじかん

７月１日㈰、８日㈰、15日㈰ 11時〜

絵本・紙芝居の読み聞かせ

幼児（親子可）

申込み
不要、当日
直接会場へ

北浦和図書館東高砂分館（浦和区東高砂町） ｌ885・9983 ｊ885・9984 休館日：2日㈪、9日㈪、17日㈫、23日㈪、30日㈪
内容

対象

おはなしかい

事業名

７月の毎週木曜日 16時〜

日時

絵本・紙芝居の読み聞かせ、パネルシアター、工作ほか

幼児（親子可）、小学生

プチおはなし会

７月の毎週土曜日 11時〜

絵本・紙芝居の読み聞かせ

幼児（親子可）、小学生

申込み
不要、当日
直接会場へ

● 図書館のホームページ http://www.lib.city.saitama.jp/
●北浦和図書館東高砂分館は中央図書館開館準備のため、平成19
年９月２日㈰をもって閉館となります。返却につきましては、返
却ポストをご利用下さい。

●例年おこなってきた図書館まつり古本バザールは、中央図書館
開館準備のため、北浦和図書館、東高砂分館は中止いたします。
※桜図書館・南浦和図書館・東浦和図書館では、開催いたします。

38

浦和区保健センター からのお知らせ

浦和区常盤6-4-18
申込み・問合せは

3824・3971

・申込みは、各指定日 9 時からで、区内在住の方が対象。 ・相談は電話でも行っています。
・母子保健の各学級の参加は、お一人のお子さんに対し 1 回のみ。

会場名がない事業は、浦和区保健センターが会場です。
事業名
ふたごっちクラブ
（桜区保健センター）
定員 ①妊婦7人（先着順）

②親子8組（先着順）
産婦・新生児訪問

日時

内容

対象

８/31㈮
①13:15 〜 15:45
②13:45 〜 15:45

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（分べん予定
日がH19.11/10 〜 H20.2/15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）

7/30㈪9時から、電話で、
桜区保健センターへ。
3856・6200

随時

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）

母子健康手帳別冊内「出生連絡票」
を訪問希望「有」として投函する
か、電話で各区保健センターへ。

事業名・定員

日時

両親学級
定員 24組（先着順）

離乳食教室

母 子 保 健

定員 24人（先着順）

むし歯予防教室
定員 各10組（先着順）

育児相談（乳児期）

内容

対象

８/23㈭ 13:15 〜 16:00

初めてお産をする方で分べん予定
日がH20.1/16以前の方とその夫

7/23㈪〜

８/１㈬ 13:30 〜 15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H19.3月・4月生まれの赤ちゃん
の保護者

7/13㈮〜

８/８㈬ ①13:30 〜 14:15
②14:45 〜 15:30

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

H18.3 〜 H18.8月 生 ま れ の お
子さんとその保護者

7/11㈬〜

1歳未満の赤ちゃん

当日、直接、
会場へ。

７/４㈬ 13:30 〜 14:30

育児相談（幼児期）

７/５㈭ 13:30 〜 14:30

公民館等育児相談

７/30㈪ 13:30 〜 14:30
南箇公民館

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
の相談など

日時・会場

成 人 保 健

公民館等健康相談

成人健康相談
成人歯科健康相談
生活と食事健康相談
定員 4人（先着順）

申込日

1歳〜就学前のお子さん

持ち物：
母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

0歳〜就学前のお子さん

内容

申込み

７/23㈪ 10:00 〜 11:30…大東公民館
７/26㈭ 10:00 〜 11:30…南箇公民館
８/２㈭ 10:00 〜 11:30…本太公民館

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。

７/11㈬ 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
歯や口腔の健康に関する相談と歯みがき指導

８/６㈪ 時間はお問い合わせください

保健師・管理栄養士による個別の食事・生活相談

保健師（臨時保健師）を募集しています
対象…６０歳未満で、保健師免許を取得している方
勤務開始…平成１９年9月以降
勤務場所…浦和区役所保健センター
勤務時間…月曜から金曜の９時から１７時
仕事の内容…母子および成老人等事業の教育・相談・
家庭訪問など
社会保険等…健康保険・雇用保険・厚生年金に加入し
ます。
詳しくは区保健センターへお問合せください。

S A I TA M A

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実習

事業名

39

6825・7405

2007.7

※健康手帳をお持ちの方
は持参してください。

7/13㈮までに電話で、
保健センターへ。

区役所からのお知らせ

日曜納税窓口を開設します
平日（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。税金の種類により場所が異なりますので、ご注意ください。
日 時／7月29日㈰ 9時〜15時
※29日が参議院議員通常選挙の投票日となった場合は、中止します。
●市税の納付及び納税相談
場 所／浦和区役所１階収納課
（23番窓口）
問合せ／区収納課 3829・6091
●国民健康保険税の納付及び納税相談
場 所／浦和区役所１階保険年金課
（3番窓口）
問合せ／区保険年金課 3829・6162
※8月26日㈰は埼玉県知事選挙のため日曜納税窓口の
開設は中止します。

