魅力 あるまちづくり グル ープ

⑯ 岸町地区コミュニティ会議

〜浦和区コミュニティ会議〜
つきのみや

わたしたちは、調 、岸町5、6、7丁目の4自治会が集い、立
ち上げた団体で、岸町地区に住む住民の方々が、
「住んでよ
かった」
「これからも住み続けたい」と願う地域コミュニテ
、
ィづくりを目指して活動しています。
岸町地区コミュニティ会議の目的は、
「住民相互の創意に
より、コミュニティを活性化し、地域住民が愛着の持てるま
ちづくりを推進するとともに、学校や地域の団体、サークル
等と連携し、幅広い住民の参加の下に事業の推進を図って
いく」
ことです。
主な取り組みとしては、
「ふれあいまつり」を開催していま
す。
「地域なんでも相談」では、
今年は専門家から防災問題
などへのアドバイスを受けることができ、
「親子で作って遊
ぼう！」では、
親子で参加してストローで作る竹とんぼや、
わ

岸町地区コミュニティ会議

りばし鉄砲作りを楽しみ
ます。そして一番の目玉
は、
「ふれあい音楽会」で
す。調公園の野外舞台に
おいて、地元小・中・高等学
校及び音楽クラブなどに
よる演奏会を行っていま
す。
「ふれあい音楽会」は ふれあいまつりの様子
平成１５年度から行っていて、
今年で５年目となります。
今後は、岸町地区に住む多数の住民の協力を得て、３世
代交流事業を進めると共に、子育てや青少年の健全育成、
高齢者にやさしいまちづくりを進めていきたいと思います。

事務局● 3822・3875（岡田唯文）

会 長●田口 公立

3822・1382（池田和夫）

イベントのご案内

「岸町地区調公園ふれあいまつり」を開催します
ご家族おそろいでお出かけください

11月3日
（土・祝）
①地域なんでも相談
「�いたま市周辺の断層・予想される地震の災害」
「地震災害に備えて、行政が力を入れていることは何か」
時間／10時〜12時
場所／岸町公民館３階視聴覚室
内容／�いたま市危機管理部によるお話と質疑
②親子でつくってあそぼう
時間／12時〜13時
場所／調公園（雨天時 ふるさと亭）
内容／紙飛行機、ストローとんぼ、わりばし鉄砲など
をつくってあそびます

③ふれあい音楽会（雨天中止）
時間／13時15分〜16時
場所／調公園特設ステージ
出演／高砂小・岸町小金管バンド、浦和第一女子高校
吹奏楽部、浦和商業高校和太鼓部、地域音楽団体、岸
町公民館活動団体（ハーモニカ・フラダンス）
問合せ／岸町地区コミュニティ会議 岡田唯文 3822・3875
池田和夫 3822・1382

公民館・図書館からのお知らせ
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

11月12日㈪
10時〜 12時

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ことができる場。

乳幼児とその親
30組・無料

北浦和図書館（浦和区北浦和）ｌ832・2321 ｊ832・2324
事業名

日時

申込み
不要
直接公民館へ

休館日：1日㈭、5日㈪、12日㈪、19日㈪、26日㈪
内容

対象・定員

申込み

あかちゃん
おはなし会

12月５日㈬・12日㈬､ １月９日㈬・23日㈬
10時30分〜 11時30分（※いずれか1日）

絵本の読み聞かせ、わらべうたなど

0〜2歳児とその保護者
各20組（先着順）

11/22㈭9時〜直接または
電話で北浦和図書館へ。

おはなし会

11月の毎週水曜日 15時30分〜

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）

えほんのじかん

11月の毎週日曜日 11時〜

絵本・紙芝居の読み聞かせ

幼児（親子可）

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/
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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

・対象は、区内在住の方です。
・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 回のみです。

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
（緑区保健センター）
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

6825・7405

日時

内容

対象

12/21㈮
①13:30 〜 16:00
②14:00 〜 16:00

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H20.3/1 〜 H20.6/6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）

11/22㈭9時から、電話で、
緑区保健センターへ。
3712・1200

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）

母子健康手帳別冊に添付の「出生
連絡票」の訪問希望「有」に○をつ
け、早めに保健センターへ

事業名・定員
母親学級
定員 30人（先着順）

両親学級
定員 24組（先着順）

母 子 保 健

離乳食教室
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）

日時

内容

対象

12/４㈫・11㈫・18㈫・25㈫
13:30 〜 16:00（12/18㈫は9:20 〜 13:00）

妊娠・出産・育児などを友達を
作りながら楽しく学ぶ

初めてお産をする方で分べん予定
日がH20.1/20 〜 H20.5/17の方

11/9㈮
9時〜

12/８㈯ 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実習

初めてお産をする方で分べん予定
日がH20.5/17以前の方とその夫

11/13㈫
9時〜

12/７㈮ 13:30 〜 15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H19.7月・8月生まれの赤ちゃん
の保護者

11/19㈪
9時〜

12/５㈬ 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

H18.7 〜 H18.12月生まれのお
子さんとその保護者

11/8㈭
9時〜

1歳未満の赤ちゃん

当日、直接、
会場へ。

11/７㈬ 13:30 〜 14:30

育児相談（幼児期）

11/８㈭ 13:30 〜 14:30

公民館等育児相談

11/28㈬ 13:30 〜 14:30
上木崎公民館

事業名

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）

申込み

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

申込み

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

11/12㈪ 10:00 〜 11:30…大東公民館
11/29㈭ 10:00 〜 11:30…南箇公民館

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。

11/19㈪ 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

12/12㈬ 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

9月14日㈮に、浦和区にお住まいの最高齢者を訪問しました。
女性最高齢の高溝なかさんは、大東在住で明治33年生まれの107才、
「娘が歌う『一寸法師』
や
『弁慶』が好き」とのことです。娘さんが歌うと、高溝さんも一緒にリズムをとって楽しそうにさ
れていました。
男性最高齢の白井豊治さんは、上木崎在住で、明治40年生まれの100才、ご長寿の秘訣は、
「好き嫌いもなく、昔やっていた家庭菜園のおかげ」また、
「相撲が好きでよくテレビを見ている」
とお話くださいました。娘さんと同居しており、楽しそうに
生活していました。
当日は、駒井区長より、お祝いの言葉と祝状、記念品を
贈呈させていただきました。
お二人とも、たいへんお元気で、笑顔がとても素敵でした。
高溝さん、白井さん、いつまでも、お元気でお過ごしく
高溝なかさん
白井豊治さん ださい。

※健康手帳をお持ちの方
は持参してください。

11/21㈬ ま で に 電 話
で、保健センターへ。

家庭児童相談の
ご案内
家庭児童相談室（区支援課内）で
は児童に関する様々なご相談をお
受けしています。相談の秘密は厳
守しますのでお気軽にご利用くだ
さい。電話相談も可。
日時／月〜金 ９時〜17時
場所／区支援課内
問合せ／3829・6144
（相談室直通）
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