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
※

き

☎（486）6888
6（472）5251

▼いろは子育て支援センター「にこまある」
http://www.nicomaaru.com

QR コード

は「子育て情報」です。

内

容

対象・そのほか

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3時30分 休館日／日曜日、
祝休日、第1・3・5土曜日 ※4月から施設の運営はNPO法人志木子育てネットワーク ひろがる輪が行います

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 ※４月１日㈮は正午〜午後４時30分

小児科医師相談

4月12日㈫
午後2時30分〜3時30分

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 〈受付〉午後2時〜2時30分
※あそびの広場内で自由に相談できます

ランチで食育（離乳食）

4月12日㈫ ･19日㈫・26日㈫
午前10時45分〜11時30分

保育園の給食を試食し、食育
について考えてみよう 栄養
士の講話や相談もできます

対象／後期食が食べられる8か月〜1歳3か月の乳幼児と保護
者 定員／6組 申込み／来所または電話で利用日の1週間前
までの予約（先着順） 参加費／無料（2回目から1食268円）

保育園の給食を試食し、食育
について考えてみよう 栄養
士の講話や相談もできます

対象／1歳児用クーポン券・2歳児用クーポン券を持っている、普通食が食
べられる子どもと保護者（保育園などに通っていない在宅子育て家庭） 定
員／10組 申込み／来所または電話で利用日1週間前までの予約（先着順）

4月14日㈭・15日㈮・21

クーポンランチ（普通食） 日㈭・22日㈮・28日㈭
午前10時30分〜11時30分

お父さん広場

4月23日㈯
午前10時〜11時

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
〈受付〉午前9時30分〜10時

赤ちゃん広場

4月25日㈪
午後2時〜3時30分

赤ちゃんとママのふれあ 対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者
い遊び・座談会ほか
〈受付〉午後1時30分〜2時

☎ 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3時
http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/ 30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日

▼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 ※4月1日㈮は正午〜午後4時30分

身体測定

4月6日㈬ 午前9時30分〜11時30分
4月13日㈬ 午前9時30分〜11時30分、 身長と体重を測定
午後２時〜３時30分

対象／未就学児と保護者
※身体測定は毎月第１水曜日の午前と第２水曜日に実
施しています

保健相談

4月6日㈬
午前10時〜11時30分

育児や健康に関することな
ど保健師に相談できます

対象／未就学児と保護者 講師／保健師 ※健康増進
センター共催 ※母子健康手帳をお持ちください

ひろがる輪のおたのしみ

4月12日㈫
午前10時45分〜11時

てあそび、うた、おたの
しみほか

対象／未就学児と保護者 出演／ NPO 法人志木子育
てネットワーク ひろがる輪会員

ボールプール

4月20日㈬
午前9時30分〜午後3時30分

午前と午後のあそびの広
場で自由に遊べます

対象／未就学児と保護者
※毎月20日前後に実施しています

管理栄養士 栄養相談

4月21日㈭
午後2時30分〜3時30分

授乳・離乳・食事の進め方など 対象／未就学児と保護者 講師／ 堤 ちはるさん（管理栄養士） ※あ
疑問や悩みについてアドバイス そびの広場内で気軽に相談できます 〈受付〉午後2時〜2時30分

▼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

つつみ

利用時間／午前9時〜午後5時 ※4月11日㈪は午後3時〜5時

あそびの広場利用時間／月〜土曜日 午前9時30分〜午後4時30分 ※4月11日㈪は午後3時〜4時30分、25日㈪は休み

志木おもちゃクリニック
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
ミニミニ講座

4月2日㈯、5月7日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

4月5日㈫・15日㈮、5月3日
（火・祝）
・20日㈮
午前9時30分〜11時30分、午後2時30分〜4時

対象／どなたでも
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

4月7日㈭、5月5日（木・祝） ４月「こいのぼりを作ろう」
対象／未就学児と保護者
午前11時30分〜11時50分 ５月「パネルシアターを楽しもう」
4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

4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

①健康相談 4月18日㈪ 午前10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医
②まんま相談 ４月21日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士

みんなであそぼ

4月20日㈬
午前11時30分〜11時50分

身体測定
「おおきくなったね」

春の
「リフレッシュ講座」

ぽけっとクラブ説明会

青空ぽけっと

「お抹茶を楽しもう」
お茶会を体験しましょう

5月9日㈪
午前10時〜11時30分

「手工芸を楽しもう」
消しゴムはんこでオリジナル
ハンカチを作りましょう

対象／未就学児と保護者
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
対象／未就学児の保護者 定員／各12人
（保育定員／
各12人） 参加費／350円 申込み／4月12日㈫〜15
日㈮に電話か来所で ※第一希望、第二希望をお伝え
ください

4月25日㈪
午後3時〜4時

保育ボランティア登録の
ための説明会

対象／16歳以上の近隣在住者
申込み／4月22日㈮までに電話か来所で

4月12日㈫
午前10時〜11時30分

自由あそびや体操など、公園
でいっしょに遊びましょう
※26日㈫は、お弁当ランチも
いっしょに食べましょう
※雨天・強風の場合は中止

対象／未就学児と保護者
ところ／深町児童公園

４月26日㈫
午前10時30分〜午後0時30分
5月〜12月の第1・3・5木
午前９時30分〜11時

Shiki City 2016.4

親子で体を動かす集団あ
そびを楽しもう
テーマ「はじめまして」

4月25日㈪
午前10時〜11時30分

ハンドベル隊「ぽけりん」 曜日（祝休日、8月を除く）
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ボランティアおもちゃドク
ターによるおもちゃの修理

ハンドベルの演奏を楽し
みましょう

対象／未就学児と保護者 ところ／かすみ児童公園 ※お昼
を食べる人は、お弁当、水筒、敷物をお持ちください
対象／未就学児の保護者（子ども同伴可）
定員／16組 申込み／4月10日㈰から30日㈯までに
電話か来所で（先着順）

タイトル

▼児童センター

と

き

☎（485）3100
6（487）7533
学校休業日を除く平日

児セビクス
午前10時50分〜11時
「あっちそっちこっちって？」 ※4月8日㈮スタート

内

容

対象・そのほか

利用時間／午前9時〜正午、午後1時〜5時 ※4月11日㈪は午後3時〜5時
※わくわくタイム…毎週月曜日（午後4時〜4時20分）
みんなでいっしょに楽し
い体操をしましょう

対象／未就学児と保護者

4月12日㈫ ･13日㈬
午前10時〜11時15分

いろいろな紙を「破いたり、丸めたり、
対象／未就学児と保護者
散らかしたり」を楽しみましょう

4月16日㈯
午前10時〜11時30分

玩具・工作遊びの後、
「いろいろな
チャレンジゲーム」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

4月17日㈰
午前10時〜11時30分

玩具・工作遊びの後、
「まるびぃ
バルーン遊び」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 レッツゴーまるびぃの森

ミニ移動児童センター

4月23日㈯
午前10時〜11時30分

センターの遊具 ･ 玩具・簡単工作
などを持って会場へ出向きます

対象／小中学生
ところ／志木第三小学校 地域交流スペース

こどもスペシャル

4月29日（金・祝）〜5月5日（木・祝） 特別設置遊具や工作、お
たのしみくじ引きなどが
午前10時〜正午
できます
午後１時〜４時30分

対象／幼児〜18歳未満（幼児は保護者同伴）
※当日自由参加

なかよしランド第１回
「散らかしワールド」
交流児童センター
※多世代交流事業

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（486）5511

6（476）2330

おひさま広場

▼健康増進センター

①4月7日㈭・19日㈫ 午後2時〜4時
②4月13日㈬・25日㈪ 午前9時30分〜11時30分

☎（473）3811
6（476）7222

１歳６か月児健診

4月12日㈫

３歳児健診
フッ化物塗布

4月13日㈬

３か月児健診

4月19日㈫

９か月児健診

4月20日㈬

離乳食教室(ゴックン期)

4月19日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

離乳食教室（モグモグ期）

4月26日㈫
午前10時〜11時30分

離乳食教室（カミカミ期）

4月27日㈬
午前10時〜11時30分

パパママ学級（全３回）
ネオパパ講座

むし歯予防教室

▼いろは遊学館
応援しよう
赤ちゃんファミリー
大人の陶芸教室（全４回）

▼宗岡公民館
初心者のための
パソコン個別指導
第27回宗岡公民館まつり
「来て！見て！楽しんでね！」
おやこ広場（全４回）

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

〈受付〉
午後1時10分
〜2時

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
問診、身体計測、診察、
ブラッシング指導など

対象／平成26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12月出生児

問診、身体計測、診察など

対象／平成27年12月出生児

問診、身体計測、診察など

対象／平成27年6月出生児
対象／平成27年12月出生児 ※３か月児健診と同時開
催します 参加希望の人は、当日早めに健診の受付をお
済ませください

離乳食の進め方について
講話、試食、相談
※対象月以外の人は、電
話で健康増進センターへ

対象／平成27年９月・10月出生児
※身体計測あり
対象／平成27年７月・８月出生児
※歯のミニ講座あり、身体計測あり

5月7日㈯
午前9時30分〜正午

講話「パパママになる準備」
「お産の準
備と経過」
「赤ちゃんが生まれたら必要
な手続き」、妊婦体験（パパになる人）

5月13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

5月21日㈯ 午前9時30分〜
※ネオパパ講座は午前10時
45分〜正午

赤ちゃんのおふろ、赤ちゃんと
の交流、ネオパパ講座（既にパ
パになっている人も参加可能）

ネオパパ講座対象者／乳児を持つ父、妊娠中のパート
ナーを持つ男性

5月19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

対象／原則として市内在住の8か月〜未就学児 定員／20組 ところ／西原子
育て支援センター「まんまある」 持ち物／母子健康手帳、タオル 申込み／5
月12日㈭までに、電話か直接西原子育て支援センター［☎（472）7112］へ

☎（471）1297
6（471）1252
5月12日㈭
午前10時〜11時30分

利用時間／午前9時〜午後10時 ※5月3日（火・祝）〜5日（木・祝）は午後５時閉館
休館日／月曜日、4月29日(金・祝)
ママといっしょにふれあ
い遊び

5月24日・31日、6月7日・
21日の各火曜日
小鉢
午前9時〜正午

☎（472）9321
6（472）9322

パパママ学級対象者／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回だけの参加も可能です 申込み／5月6日㈮までに
電話か直接 参加費／2回目のみ、1人500円
（食材費な
ど）

対象／０歳児とその家族
皆さん気軽にお越しください
対象／一般成人 定員／12人 参加費／500円 持ち物／
タオル、エプロン、筆記用具 申込み／4月28日㈭までに
電話か来館で ※汚れてもいい服装でお越しください

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) ※４月15日㈮・16日㈯は午後5時閉館
休館日／図書室のみ4月25日㈪・28日㈭は休室 ※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

毎週土曜日
午前10時〜正午

インターネット、Word
などの個人指導

対象／一般成人 申込み／希望日の前日までに電話か
来館で（予約制）

4月16日㈯
午前10時〜午後3時30分

宗岡公民館の利用者による
ステージ発表や展示、体験

図書リサイクルコーナーや模擬店（焼きそば、わた菓
子など）、そのほかのイベントもあります

5月12日・19日・26日、6
月2日の各木曜日
午前10時〜11時

親子で楽しく遊びながら
仲間作り

対象／2歳未満の子どもと親 定員／20組 申込み／5
月7日㈯までに電話か来館で

2016.4 Shiki City
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タイトル

と

▼宗岡第二公民館
（総合福祉センター3階）

き

内

☎（475）0013
6（475）0022
毎週木曜日
午後4時〜4時30分

えほんであそぼ

対象・そのほか

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)
休館日／図書室のみ4月25日㈪・28日㈭は休室
絵本のよみきかせ

☎（487）2004
6（487）2039

▼柳瀬川図書館

容

対象／幼児から小学生

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、4月28日㈭ ※４月29日(金・祝)は開館 ※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

赤ちゃんのえほんのじかん

4月2日㈯・20日㈬、5月7日㈯
午前11時〜11時30分

赤ちゃん絵本のよみきか
せ ふれあいあそびなど

対象／０〜２歳児と保護者 申込み／不要 ※4月から、毎月
第1土曜日、第3水曜日の午前11時〜11時30分になります

おはなし会

4月2日㈯ 午後3時〜4時
4月16日㈯、5月7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歳ぐらいから
申込み／不要
※4月2日㈯は「春のおはなし会」です

▼いろは遊学図書館

☎（471）1478

6（471)1863

開館時間／午前9時30分〜午後7時 休館日／月曜日、4月28日㈭・29日(金･祝)
※よみきかせも実施しています 詳細はホームページまで

おもしろクラブ

4月2日㈯
午前11時〜11時30分

よみきかせ、紙芝居、パネ
ルシアターなど

対象／3歳ぐらい〜小学生

おはなし会

4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歳児以上（幼児は保護者同伴）
★大人の人だけでもどうぞ！

4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／7か月以上の赤ちゃんと保護者

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

▼市民体育館

☎（474）7666

6（476)9303
4月2日㈯・11日㈪・22日㈮
午前10時〜、午後2時30分〜

トレーニング室利用講習会

4月7日㈭・17日㈰・27日㈬
午後2時30分〜、午後7時〜

☎（474）3030
6（476)2526

▼市民会館 パルシティ
http://www.sbs.or.jp
カパル＆ゴーヤ先生と一緒に
ゴーヤを植えよう！

▼旧村山快哉堂

▼郷土資料館

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
開館時間／午前８時30分〜午後10時
休館日／4月4日㈪ ※駐車場も終日利用できません
カパルのおともだちのゴーヤ先生といっしょにゴーヤカーテンの植え込みをしません
か 対象／どなたでも（応募者多数の場合は、市内在住者優先） 申込み／応募チラシ
に必要事項を記入のうえ市民会館へ 定員／50人 申込期限／4月30日㈯

5月14日㈯
午前10時〜正午

☎（474）5411

たん ご

端午のつるし飾り

開館時間／午前８時30分〜午後10時 休館日／4月4日㈪

4月22日㈮〜5月8日㈰

☎ 6（471）0573

開館時間／午前10時〜午後４時 開館日／金・土・日・月曜日
村山快哉堂のスタッフが心をこ
めて手づくりした、端午にちな
んだ飾り物をお楽しみください

入場無料
皆さんお誘いあわせのうえご来場ください

開館時間／午前９時30分〜午後４時30分 休館日／月曜日、4月12日㈫

まが玉作り教室

毎週土曜日

①午前の部：午前10時受付
②午後の部：午後１時受付

対象／小学生以上 定員／午前・午後各20人
申込み／不要 ※雨天中止

特別展 端午の節句
−五月の武者飾り−

4月13日㈬〜5月8日㈰

子どもの健康と健やかな成長を
祈り、よろい、かぶと、武者飾
り、こいのぼりを展示します

入場無料
皆さんお誘いあわせのうえご来場ください

柳瀬川図書館、いろは遊学図書館、宗岡公民館図書室、宗岡第二公民館図書室では、サーバのメンテナンス作業を実施するため、
コンピュータシステムを一時停止します。当該時間帯はＷｅｂによる蔵書の検索、予約もご利用いただけません。
とき／４月25日㈪ 午前０時から最大24時間

ふれあいプラザ
総合福祉センター
秋ケ瀬スポーツセンター

問合せ／柳瀬川図書館

☎（486）1000 6（486）1500
☎（475）0011 6（475）0014
☎ 6（473）4360

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

問合せ／子ども家庭課
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
（487）4611 6（476）7222
（健康増進センター2階） ☎
福祉センター
第二福祉センター
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☎（473）7569 6（487）6765
☎（476）4122 6（476）4000

☎（487）2004
開館時間／午前10時〜午後10時
開館時間／午前8時30分〜午後10時
利用時間／午前8時30分〜午後9時 休業日／4月4日㈪
利用時間／午前6時〜午後7時 休業日／4月4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

利用時間／月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 ※利用時間
中は、支援センター室を解放 ※ホール解放（月〜金）・園庭解放（月
〜土）は午前9時30分〜正午 休館日／日曜日、祝休日
開館時間／午前9時〜午後10時
開館時間／午前9時〜午後4時30分
開館時間／午前9時〜午後4時30分

