公共施設情報

予定されているイベントは、急きょ内容の変更や中止となる
場合があります。最新の情報は市ホームページで確認いただ
くか、各担当へお問い合わせください。
定員を設けているものは、原則として「応募者多数の場合
は抽選」とします。
〔健（検）診を除く〕
スペースの都合上、掲載できなかった事業もあります。

タイトル

と

QR コード

は「子育て情報」です。

き

内

容

対象・そのほか

▼いろは子育て支援センター「ぽっぽ」 ☎（486）6888 利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後5時 第2・4土曜日 午前9時30分〜午後
6（472）5251 3時30分 休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日、1月1日（金・祝）〜3日㈰
あそびの広場利用時間/月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 第2・4土曜日 午前9時30分〜午後3時30分

お父さん広場
ランチで食育
（普通食）

1月9日㈯
午前9時30分〜正午

お父さんといっしょに遊
ぼう

対象／お父さんと未就学児
※お母さんの付添い可

1月12日㈫ ･19日㈫・26日㈫、 保育園の給食を試食し、食育 対象／普通食が食べられる市内在住の未就園児と保護者 定員／
2月9日㈫・16日㈫・23日㈫
について考えてみよう 栄養 10組 申込み／来所・電話・メールで利用日の１週間前までの予約
（定員になり次第締切り） 参加費／無料（２回目から１食268円）
午前10時50分〜11時30分 士の講話や相談もできます

赤ちゃん広場

1月18日㈪
午後2時〜4時

親子遊び、親同士の交流

対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

小児科医師相談

1月19日㈫
午前10時〜11時

小児科医師によるこども
の健康面・発育の相談

対象／未就学児と保護者
※あそびの広場内で自由に相談できます

すこやか相談

1月22日㈮
午前10時〜11時20分

臨床心理士による相談、子ども
の接し方、親自身のことなど

対象／未就学児と保護者 ※午前中はあそびの広場内
で実施 午後は個別で相談できます（午後のみ予約）

年齢別広場

1月27日㈬
午後2時〜3時

親子遊び、同じ年齢の子 対象／1歳7か月〜2歳児と保護者
と楽しく遊びましょう
（午後3時からは、あそびの広場となります）

☎ 6（472）7112 利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後5時 第1・3土曜日 午前9時30分〜午後
http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/ 3時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日、1月1日（金・祝）〜3日㈰

▼西原子育て支援センター「まんまある」

あそびの広場利用時間／月〜金曜日 午前９時30分〜午後４時30分 第１･ ３土曜日 午前９時30分〜午後３時30分

ねんねタイム

1月15日㈮
午後2時30分〜3時45分

わらべうたあそび、ふれ 対象／はいはい前の乳児と保護者
あいあそび、座談会ほか 〈受付〉午後2時〜2時30分

ぱぱまある

1月16日㈯
午前10時〜11時

節分にちなんだあそび、ふ 対象／未就学児と保護者 ※ママと子どもの参加も可
れあいあそび、座談会ほか 〈受付〉午前9時30分〜10時
にし かず え

1月19日㈫
午前10時〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時

口腔ケアと個別ブラッシ
ング指導

講師／西 和江さん（歯科衛生士） 対象／おおむね8か
月から未就学児までの子どもと保護者 定員／15組
申込み／1月12日㈫までに来所か電話で

小児科医
子育て相談

1月25日㈪
午前10時30分〜11時30分

育児や健康に関する疑問や
悩みについてアドバイス

講師／中村 敬さん（小児科医） 対象／未就学児と保護
者 〈受付〉午前9時30分〜10時30分

はいはいタイム

1月27日㈬
午後2時30分〜3時45分

布あそび、ふれあいあそ 対象／はいはい時期の乳児と保護者
びほか
〈受付〉午後2時〜2時30分

管理栄養士
栄養相談

2月2日㈫
午後2時30分〜3時30分

授乳・離乳・食事の進め方など
疑問や悩みについてアドバイス

乳幼児
虫歯予防教室

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html

☎（485）3102
6（487）7533

こうくう

なかむら たかし

つつみ

対象／未就学児と保護者 講師／堤 ちはるさん（管理栄
養士）〈受付〉午後2時〜2時30分

利用時間／午前9時〜午後5時 ※1月18日㈪は午後3時〜5時
休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰

あそびの広場利用時間／月〜土曜日 午前９時30分〜４時30分 ※1月18日㈪は午後3時〜4時30分
1月5日㈫・15日㈮、2月2日㈫・19日㈮
午前9時30分〜11時30分、午後2時30分〜4時

内容／お誕生日の記念に手形か足形をとろう
対象／今月お誕生日を迎える未就学児

ミニミニ講座

1月7日㈭ 午前11時30分〜11時50分
2月4日㈭（拡大版） 午前11時10分〜11時50分

内容／１月「手洗いのすすめ」、２月「食の安全について」
対象／未就学児と保護者 講師／栄養士（２月）

リズム運動
テーマ「スキップ」

1月13日㈬
午前11時30分〜11時50分

音楽にあわせて親子で運動
を楽しもう

対象／未就学児と保護者 ※動きやすい服装でお越し
ください ※児童センター共催

1月14日㈭・28日㈭
午前10時〜11時

身長・体重の計測

対象／未就学児と保護者

たんぽぽ広場

1月19日㈫
午後2時〜3時30分

自由あそび、保護者同士
の交流や情報交換

対象／０歳の子と保護者（兄弟児の参加可）

専門相談

①1月14日㈭ 午前10時〜11時30分
②1月15日㈮ 午後3時〜4時
③1月21日㈭ 午後3時〜4時

①育児や健康に関すること
②母乳に関すること
③食事に関すること

対象／未就学児と保護者
相談員／①保健師 ②助産師
※①は健康増進センター共催

親子クッキング

1月23日㈯
午前10時〜11時45分

親子で「こねこねプレッ
ツェル」を作ろう

対象／3歳以上の未就学児と保護者 定員／12組（先着順） 講師／
栄養士 参加費／1組300円（当日） 申込期間／1月9日㈯〜14日㈭

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

身体測定
「おおきくなったね」

▼児童センター
なかよしランド第９回
「作って遊ぼう」
交流児童センター
※多世代交流事業
［ところ／ふれあい館「もくせ
い」
(志木第四小学校内)］
なかよしランド第10回
「アスレチックへＧＯ」
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☎（485）3100
6（487）7533

③栄養士

利用時間／午前９時〜午後５時 ※1月18日㈪は午後3時〜5時 休館日／1月1
日（金・祝）〜3日㈰ ※わくわくタイム…毎週月曜日 午後4時〜4時20分

1月12日㈫・13日㈬
午前10時〜11時15分

いろいろなベビートイ作りを
いっしょに作って遊びましょう

対象／未就学児と保護者

1月30日㈯
午前10時〜11時30分

玩具・工作遊びの後、
「まる
びぃ交流遊び」を楽しみます

対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも
講師／文京学院大学 まるびぃの森

1月31日㈰
午前10時〜11時30分

玩具 ･ 工作遊びの後、交流遊び（伝
承遊びの実演と体験）を楽しみます

対象／幼児（保護者同伴）から高齢者までどなたでも

2月2日㈫・3日㈬
午前10時〜11時15分

アスレチック遊具で身体を
使って冒険遊びを楽しもう

こ

ま

講師／全日本独楽回しの会
対象／未就学児と保護者

タイトル

と

☎（485）3100
6（487）7533

▼児童センター
けん玉検定・コマ検定

き

随時

6（476）2330

▼健康増進センター

容

児童センター独自の検定

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（486）5511
おひさま広場

内

1月12日㈫
2月2日㈫
1月13日㈬

〈受付〉
午後1時20分
〜2時20分

内容／親子遊び、発達相談
乳幼児と親 申込み／不要

対象／発達に不安のある

午前８時30分〜午後５時15分
休所日／土・日曜日、祝休日、1月1日（金・祝）〜3日㈰
問診、身体計測、診察、
ブラッシング指導など

１歳６か月児健診

対象／幼児から18歳未満（幼児は保護者同伴）

利用時間／月〜金曜日 午前８時30分〜午後５時15分
休所日／土・日曜日、祝休日、1月1日（金・祝）〜3日㈰

1月12日㈫・29日㈮ 午前9時30分〜11時30分
1月19日㈫ 午後2時〜4時

☎（473）3811
6（476）7222

対象・そのほか

利用時間／午前９時〜午後５時 ※1月18日㈪は午後3時〜5時 休館日／1月1
日（金・祝）〜3日㈰ ※わくわくタイム…毎週月曜日 午後4時〜4時20分

対象／平成26年6月出生児
対象／平成26年7月出生児
対象／平成24年9月出生児

問診、身体計測、診察、歯
科診察、フッ化物塗布など

対象／平成24年10月出生児

1月19日㈫

問診、身体計測、診察など

対象／平成27年9月出生児

９か月児健診

1月20日㈬

問診、身体計測、診察など

対象／平成27年3月出生児

離乳食教室(ゴックン期)

1月19日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

対象／平成27年9月出生児 ※3か月児健診と同時開催しま
離乳食の進め方について
す ※参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお済ませく
講話、試食、相談
ださい ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

1月26日㈫
午前10時〜11時30分

歯の健康・食生活につい
て の ミ ニ 講 座、 個 別 ブ
ラッシング指導

1月16日㈯
午前9時30分〜正午

講 話「 パ パ マ マ に な る 準
備」、妊婦体験（パパになる
人）、赤ちゃんが生まれた
ら必要な手続きＱ＆Ａ

1月22日㈮
午前9時30分〜午後2時

妊娠中の栄養、貧血予防の調
理実習、妊娠中の歯科衛生

1月30日㈯
午前9時30分〜正午

お産の流れ、赤ちゃんの
おふろ、ミルクの作り方

３歳児健診
フッ化物塗布

2月3日㈬

３か月児健診

むし歯予防教室
（ところ／宗岡子育て支援セン
ター「ぽけっと」）

パパママ学級
（全３回）

▼いろは遊学館

☎（471）1297
6（471）1252

対象／原則市内在住の8か月〜未就学児 定員／15組 持ち物
／母子健康手帳、タオル 申込み／1月12日㈫から18日㈪まで
に、電話か直接、宗岡子育て支援センター[☎（485）3102]へ

対象／市内在住で、原則としてはじめて出産する人（お
父さんになる人も大歓迎） ※いずれか１回だけの参
加も可 申込み／1月15日㈮までに健康増進センター
へ 参加費／2回目のみ、1人500円
（食材費など）

利用時間／午前9時〜午後10時 ※1月5日㈫は午後５時閉館
休館日／月曜日（1月11日(月・祝)も休館）、1月1日（金・祝）〜3日㈰

ママ♡サプリ
〜ママが元気になる処方箋〜

2月2日 ･16日、3月1日の
各火曜日
午前10時〜正午

楽しい子育てをしたいマ
マ集まれ！

対象／未就学児とその保護者 定員／12組 保育／あり
申込み／1月20日㈬までに、電話で NPO 法人志木子育て
ネットワークひろがる輪事務局 [ ☎080（1751）5753] へ

応援しよう
赤ちゃんファミリー

2月4日㈭
午前10時〜11時30分

わらべうたでほんわか気分

対象／０歳児とその家族
皆さん気軽にお越しください

パソコン講座
Excelを基本操作から学ぶ

2月18日 ･25日、3月10日
･17日の各木曜日
午前10時〜午後０時30分

Excel の基本から簡単で
便利な家計簿作成、使い
方まで

対象／一般成人 定員／12人 持ち物／筆記用具、
USB メモリ
（データ記録用に必要な人のみ） 申込み
／1月31日㈰までに電話か来館で

季節の料理教室

2月19日㈮
午前10時〜午後0時30分

▼宗岡公民館
よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
生活講座
み そ
「こだわりの手作り味噌」

▼宗岡第二公民館
（総合福祉センター3階）
えほんであそぼ

▼柳瀬川図書館

☎（472）9321
6（472）9322

ひな祭りにちなんだ料理
（ちらし寿司、はまぐり潮
汁、いちご大福）

たか の

ひろ こ

しょくさいかい

講師／高野 弘子さん（食 彩会） 対象／一般成人 定員／20
人 参加費／800円 持ち物／エプロン、三角巾、手拭タ
オル、筆記用具 申込み／1月31日㈰までに電話か来館で
利用時間／午前9時〜午後10時 (図書室 午前９時30分〜午後５時) ※1月4日㈪
は午後5時閉館 休館日／1月１日（金・祝）〜3日㈰、図書室は1月18日㈪・27日㈬
〜2月2日㈫も休室 ※1月4日㈪午前８時30分までは、ブックポストは使えません

毎週金曜日 午後3時30分〜4時

絵本のよみきかせ

対象／幼児から

毎週土曜日
午前10時〜正午

インターネット、Ｗｏｒ
ｄなどの個人指導

対象／一般成人
申込み／希望日の前日まで（予約制）

2月6日㈯
午前10時〜午後０時30分

厳選された材料を用いて味噌
を作る（できあがり2kg）

対象／一般成人
定員／30人（先着順） 持ち物／エプロン、三
角巾、マスク、筆記用具、新しい軍手、持ち帰り用袋 参加費／2,970
円（容器代含む） 申込み／1月9日㈯から、参加費を添えて直接

☎（475）0013
6（475）0022
毎週木曜日
午後3時45分〜4時15分

☎（487）2004
6（487）2039

利用時間／午前９時〜午後10時（図書室 午前９時30分〜午後５時） ※1月4日㈪は午後
５時閉館 休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰、図書室は1月18日㈪・29日㈮、2月8日㈪
〜14日㈰も休室 ※1月4日㈪午前８時30分までは、ブックポストは使えません
絵本のよみきかせ

対象／幼児から小学生まで

利用時間／火〜金曜日 午前9時30分〜午後７時 土・日曜日、祝休日 午前9
時30分〜午後6時 休館日／月曜日（1月11日（月・祝）は開館）、1月1日（金・祝)
〜4日㈪ ※1月5日㈫午前8時30分までは、ブックポストは使えません

えほんのじかん

第2土曜日〜第5土曜日
午前11時〜11時30分

おすすめ絵本のよみきか
せ

対象／３歳ぐらい〜
申込み／不要

おはなし会

1月16日㈯、2月6日㈯
午後2時〜2時30分

むかしばなしなどのおは
なしをきいて楽しもう

対象／５歳ぐらい〜
申込み／不要

2016.1 Shiki City
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タイトル

と

赤ちゃんのえほんのじかん

▼いろは遊学図書館

き

内

2月6日㈯
午前11時〜11時30分

☎（471）1478

6（471)1863

容

赤ちゃん絵本のよみきかせ
ふれあいあそびなど

対象・そのほか
対象／０〜２歳児と保護者
申込み／不要

開館時間／午前9時30分〜午後７時 ※1月5日㈫は午後5時閉館 休館日／月曜日（１月11日（月・祝）も休
館）、1月1日（金・祝）〜4日㈪・29日㈮ ※1月5日㈫午前8時30分までは、ブックポストは使えません

よみきかせ

1月8日㈮・15日㈮・22日㈮
午後3時30分〜4時

絵本のよみきかせ

対象／３歳ぐらい〜小学生
いろいろな絵本の紹介もします

おはなし会

1月9日㈯・23日㈯
午前11時〜11時30分

むかしばなし、わくわくす
るおはなしが聞けます

対象／５歳以上（幼児は保護者同伴）

1月16日㈯
午前11時〜11時30分

絵本のよみきかせ、わら
べうた、親子あそび

対象／保護者同伴の７か月児から

1月30日㈯、2月6日㈯
午前11時〜11時30分

よみきかせ、紙芝居、パ
ネルシアター、おりがみ

対象／３歳ぐらい〜小学生

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
おもしろクラブ

▼市民体育館

☎（474）7666

トレーニング室利用講習会

6（476)9303

開館時間／午前8時30分〜午後10時 休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰・18日㈪

1月5日㈫・14日㈭・24日㈰
午前10時〜、午後2時30分〜

トレーニング室のご利用 対象／15歳以上（中学生除く） 定員／各回10人（要予約）
は『利用講習会』の受講が 持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ、市内に在住・在勤・
必要です
在学の人は証明できるものをお持ちください 受講料／160円
所要時間／1時間30分
（市内に在住・在勤・在学の人）、そのほかの人は240円

1月9日㈯・19日㈫・30日㈯
午後2時30分〜、午後7時〜

☎（486）1000
6（486）1500

▼ふれあいプラザ

毎月第2・第4水曜日
午後1時30分〜3時30分
※変更の場合あり

歌い継ごう
「日本の歌百選」講座

☎（474）5411

▼旧村山快哉堂
チョット昔のあそびをしよう

1月11日（月・祝） 午前10時〜正午

開館時間／午前10時〜午後10時 ※1月4日㈪は午後5時閉館
休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰
親から子に歌い継がれる日本の童謡、唱歌を仲間といっしょに歌ってみませんか
対象／どなたでも 受講料／1回1,500円 ※別途テキスト代600円（テキスト貸
出しは1回100円） 申込み／随時、受け付けています
開館時間／午前10時〜午後４時
開館日／金・土・日・月曜日 ※1月1日（金・祝）〜4日㈪は休館
たこ

ねずみ凧を作って上げよう

対象／どなたでも

公共施設予約システムのリニューアル及び一時停止について
2月1日㈪に公共施設予約システムが新しくなります。これに伴い、1月29日㈮午後10時から2月1日㈪午後1時まで、公共施設
予約システムでのインターネット予約を停止します。期間中の予約については、各施設の窓口へ直接お問い合わせください。
また、新システムはセキュリティに配慮したため、リニューアル後、下記の端末は使用できなくなるので、ご了承ください。
パソコン：Windows XP SP2 以前のOS 携帯電話・スマートフォン：主に発売開始が2009年以前の携帯電話
システムについての問合せ／政策推進課 内線2021

図書館システムの停止と図書館・図書室の休館・休室について
1月18日㈪午前０時から最大24時間、図書館システムのメンテナンス作業を実施します。これにより、1月18日㈪は、市内図書館・
図書室が休館・休室となります。また、メンテナンス中は、志木市立図書館ホームページの閲覧、検索なども利用できません。ご
迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力のほどお願いします。

☎（487）2004

郷土資料館

☎ 6（471）0573

開館時間／午前9時30分〜午後4時30分 休館日／月曜日、
（1月
11日（月・祝）
は開館）、1月1日（金・祝）〜4日㈪・12日㈫

市民会館 パルシティ
http://www.sbs.or.jp

☎（474）3030 6（476)2526

開館時間／午前8時30分〜午後10時 ※1月4日㈪は午後5時閉館（駐車場は午後5時30分
以降利用できません） 休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰（駐車場も終日利用できません）

総合福祉センター

☎（475）0011 6（475）0014

開館時間／午前8時30分〜午後10時 ※1月4日㈪は午後5時閉
館 休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰

秋ケ瀬スポーツセンター

☎ 6（473）4360

利用時間／午前8時30分〜午後９時 ※1月4日㈪は午後5時閉所
休所日／1月1日(金・祝)〜3日㈰

秋ケ瀬総合運動場・運動公園 ☎ 6（473）4360（秋ケ瀬スポーツセンター）
志木子育てサロン
「にこまある」

問合せ／子育て支援課
内線2447

6（474）4462

志木どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」
☎（471）6010
http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php
西原ふれあいセンター
7222
（487）4611 6（476）
（健康増進センター2階） ☎
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問合せ／柳瀬川図書館

利用時間／午前6時〜午後5時 休所日／1月1日(金・祝)〜3日㈰
※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります
開所日時／火・木・土曜日 午後0時30分〜3時30分
休所日／1月1日（金・祝）〜3日㈰
支援センター室開放 ( 月〜金曜日：午前9時30分〜午後4時30分 )
ホール開放（月〜金曜日：午前9時30分〜正午） 園庭開放（月〜土曜
日：午前9時30分〜正午） 休所日／1月1日（金・祝）〜3日㈰
開館時間／午前9時〜午後10時
休所日／1月1日（金・祝）〜3日㈰

福祉センター

☎（473）7569 6（487）6765

開館時間／午前9時〜午後4時30分 ※1月4日㈪は風呂の利用はできま
せん 休館日／1月1日(金・祝)〜3日㈰

第二福祉センター

☎（476）4122 6（476）4000

開館時間／午前9時〜午後4時30分 ※1月4日㈪は風呂の利用はできま
せん 休館日／1月1日（金・祝）〜3日㈰
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