▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／午前９時〜午後10時

幸町3‑4‑70
（健康増進センター２階）

▼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
（7月18日㈪は開館）、19日㈫
※毎週土曜日にまが玉作り教室を開催中

市民文化財講座
「田子山富士のヒミツ」

中宗岡3‑1‑2

ところ／いろは遊学館 内容／田子山富士の保存改修を記念し、田子山富士塚の歴史的なナ

7月17日㈰
午前10時〜正午

ふか せ

まさる

ゾについてスライドを使って楽しく話します 定員／80人 講師／深瀬 克 さん（田子山富士
保存会副会長ほか） 受講料／無料 申込み／7月1日㈮から16日㈯までに電話または直接

開館時間／午前10時〜午後４時

開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

▼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

上宗岡1‑5‑1

▼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

中宗岡1‑3‑25

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

▼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

みんなで歌って
いっぱい健康

柏町3‑5‑1

うり た

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

本町2‑10‑50

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／柏町

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

ところ／第二福祉センター 内容／介護の相談以外にも、看護師による健康
チェックや職員による個別相談、さまざまな相談に対応します。相談会だけの
参加も可能です。お気軽にお越しください。 申込み／不要

7月15日㈮
午前10時30分〜午後0時30分

▼高齢者あんしん相談センター
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

担当地区／本町

ところ／いろは遊学館 内容／「目からウロコ！こんなに簡単おいしいレシピ」
調理と会食をとおしてリフレッシュをはかります 対象／在宅で介護している
人 食材料費／500円 定員／20人 申込み／7月20日㈬までに電話で

▼高齢者あんしん相談センター

出張なんでも相談会

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

7月27日㈬
午前10時〜正午

開所時間／午前8時30分〜午後5時15分

しゅう こ

内在住65歳以上の人 定員／30人 講師／瓜田 修 子さん（ピアノ弾き）
申込み／7月15日㈮までに、直接または電話・FAX で

▼高齢者あんしん相談センター

在宅介護者の集い
「ほっと」

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません。

内容／懐かしい歌をみんなで歌いながら手遊び、リズム遊びを楽しむ 対象／市

7月21日㈭
午前10時〜11時15分

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

▼高齢者あんしん相談センター

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

▼高齢者あんしん相談センター

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分
中宗岡1‑19‑61

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

開所時間／午前８時30分〜午後５時15分 休所日／日曜日、祝休日 担当地区／宗岡南圏域（宗岡第二中学校区）
中宗岡3‑25‑10
（６月25日㈯までは中宗岡3-3-11 小日向ハイツ101）

「広報しき」音訳 CD の貸出し
志木音訳ボランティア
「もくせいの会」の皆さんが、広報しき、議会だより、社協だよりを朗読し、CD に録音して、秘書広報課、柳瀬川図書
館で貸出しています。利用を希望する場合は、ご相談ください。 問合せ／秘書広報課 内線2014
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▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１

7月号

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

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
館2‑6‑14 ※よみきかせも実施しています。詳細はホームページまで
休館日／月曜日、7月29日㈮

おはなし会

7月2日㈯・16日㈯、8月6日㈯
午後2時〜2時30分

内容／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

赤ちゃんのえほんのじかん

7月2日㈯・20日㈬、8月6日㈯
午前11時〜11時30分

内容／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

夏休みおもしろたいけん
図書館

①8月3日㈬ 午前10時〜正午
②8月4日㈭ 午前10時〜正午

内容／①ペットボトル弓矢であそぼう②柳瀬川の石博士になろう（石の標本づくり）
おおたき たかひさ

対象／①小学1〜3年生②小学4〜6年生 講師／大 滝 孝 久さん（元志木第四小学校長）
定員／各25人 申込み・問合せ／7月22日㈮までに電話または直接

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

１８６３
6（４７１）

開館時間／午前9時30分〜午後7時 休館日／月曜日（7月18日㈪は開館）、7月29日㈮
※よみきかせも実施しています。詳細はホームページまで

本町1‑10‑1

おもしろクラブ

7月2日㈯、
8月6日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、工作、おりがみ、パネルシアターなど お楽しみに !
対象／3歳くらい〜小学生 工作／7月2日㈯は、七夕かざり

おはなし会

7月9日㈯・30日㈯
午前11時〜11時30分

内容／むかしばなし、おもしろいおはなし、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 )

7月16日㈯
午前11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせと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

7月23日㈯
1部…午前10時30分〜10時50分
2部…午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、おはなし、パネルシアターなど お楽しみに !
1部…幼児向け 2部…小学生向け 大人の人もぜひどうぞ !

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
夏のおはなし会

7月28日㈭

内容／ビー玉でおきあがりこぼしをつくろう ! ビー玉の追突実験 ! ほか
対象／小学3年生以上 定員／20人（超えた場合は抽選） 申込み／7月20日㈬
まで 持ち物／はさみ、筆記用具、色鉛筆など（6色くらい）、タオル

科学あそび教室
午前10時〜11時30分
〜ビー玉であそぼう！〜 （午前9時50分集合）

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／午前８時30分〜午後10時 ※7月〜9月は競技場床の改修工事のため競技場と多目的ホールが使用できません。
館2‑2‑5
個人開放の予定時間は公共施設予約システムでも見られます

トレーニング室利用講習会

フィットネスチャレンジ
「ダンスナイト」
参加者募集

①7月10日㈰・18日㈪・28日㈭
午前10時〜、午後2時30分〜
②7月6日㈬・15日㈮・23日㈯
午後2時30分〜、午後7時〜

内容／トレーニング室の利用に必要な講習会です 対象／15歳以上（中学生除
く） 定員／各回10人（要予約） 持ち物／トレーニングウェア、室内シューズ
受講料／市内160円 ( 在住・在勤・在学 )、その他240円

真夏の夜はダンスナイト！カッコよく踊ってリフレッシュしましょう！
あいざわ

お

だ くら

内容／①8月2日㈫・ダンス ウイズ

ミー 講師／相澤 かおりさん ②8月9日㈫・HipHop １ 講師／小田倉 けいじさん ③8月23日㈫・HipHop
２ 講師／小田倉 けいじさん 時間／午後７時30分〜８時30分 対象／16歳以上の健康な人 定員／20人
参加費（全3回分）／市内1,200円・市外1,300円
（8月火曜日の夜、全3日間） 持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル
め ぐ み みず き
申込み／直接または電話で ※参加者には志木の恵水「水輝」を1本プレゼント！

▼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

上宗岡4‑25‑46

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前６時〜午後７時

市民パークゴルフ研修会

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

7月10日㈰
午前9時〜（受付開始）

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

「カルチャー BOX 事業」
講座募集
第29回サマーコンサート
in 志木

内容／パークゴルフの研修会を実技プレーにて実施します 参加資格／市内在
住の小学５年生以上 参加費／無料 定員／60人 申込み／7月6日㈬まで

本町1‑11‑50

随時

ところ／市民会館、市民体育館、ふれあいプラザ、宗岡公民館、秋ケ瀬スポー
ツセンター） 応募方法／各施設の窓口またはホームページでご確認ください
内容／初心者から経験者まで参加可能な各種講座を募集中 !! あなたの教室を開
講してみませんか？ ※（公財）志木市文化スポーツ振興公社が実施する
「カル
チャー BOX 事業」では、一般から各種講座を募集し、公社と共同で講座開催を
希望する講師を募集しています。

７月10日㈰
午前11時30分開場 正午開演

内容／夏恒例！ 志木市を中心に活動する音楽愛好家が一堂に会する、清涼感
あふれるコンサートです 出演団体／17団体 入場料／無料 定員／788人

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／午前10時〜午後10時

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）
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▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２
利用時間／午前8時30分〜午後5時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

１歳６か月児健診

7月5日㈫、8月2日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、ブラッシング指導など
対象／7月 : 平成26年12月出生児 8月 : 平成27年1月出生児

３歳児健診・
フッ化物塗布

7月6日㈬、8月3日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察、フッ化物塗布など
対象／7月 : 平成25年3月出生児 8月 : 平成25年4月出生児

３か月児健診

7月12日㈫
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など

離乳食教室 ( ゴックン期 )

※３か月児健診と同時開催

９か月児健診

7月12日㈫
午後2時10分〜
午後2時40分〜

対象／平成28年3月出生児

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談 対象／平成28年3月出生児
※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ
※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

7月13日㈬
〈受付〉午後1時10分〜2時

内容／問診、身体計測、診察など

対象／平成27年9月出生児

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／午前９時〜午後10時

夏休み子ども陶芸教室
ママ♡サプリ
〜ママが元気になる処方箋〜

休館日／月曜日（7月18日㈪は開館）

7月26日㈫ 午後1時30分〜4時
8月17日㈬ 午後1時30分〜4時
8月28日㈰ 午後1時30分〜2時30分

本町1‑10‑1

内容／木の葉もようのお皿をつくろう 対象／小学4〜6年生 定員／10人 参
加費／500円 持ち物／タオル、エプロン、筆記用具、水筒 ( お茶など飲み物 )
申込み／7月19日㈫までに電話か来館で ※汚れてもよい服装でお越しください

9月15日・29日、10月20日・ 内容／参加型ワークで、親・子の気持ちを体験してみよう 対象／未就学児の
27日の各木曜日(全4回)
保護者 定員／12組 保育／あり 申込み／8月26日㈮までに、電話で NPO
午前10時〜正午
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

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／午前9時〜午後10時
中宗岡4‑16‑11

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
科学あそび
「酸とアルカリであそぼう」
よみきかせ
夏のおたのしみ会
こども広場
「夏休み映画会」
パソコン講座
「楽しいハガキ作成」
「牛乳パックが変身」

(図書室 午前9時30分〜午後５時)

休館日／図書室のみ7月29日㈮は休室

毎週金曜日
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ

毎週土曜日
午前10時〜正午

内容／インターネット、Word などの個人指導
申込み／希望日の前日まで（予約制）

7月20日㈬
午後2時〜4時

内容／おふろのシュワちゃんをつくろう 対象／小学生 定員／40人 ( 先着
順） 持ち物／鉛筆・汚れてもいいタオル 申込み／7月10日㈰から

7月22日㈮
午後3時30分〜4時

内容／絵本のよみきかせ、すばなし、紙しばい、パネルシアター
対象／幼児・小学生

7月23日㈯
午前10時〜11時30分

内容／「雨ぼうずピッチャン」
「のどかな森のシンフォニー」
「のっぺらぼう」
「鬼
がら」 対象／幼児・小学生 定員／30人程度（先着順） 申込み／不要

7月28日㈭
午前10時〜午後1時

内容／ Word の機能を使って楽しいハガキ作成 対象／一般成人 定員／14
人
持ち物／筆記用具・USB メモリ
申込み／7月18日㈪まで

7月30日㈯
午前10時〜正午

内容／牛乳パックでペンギンの貯金箱を作る 対象／小学生 定員／20人 ( 先着順）
持ち物／牛乳パック2個・定規・はさみ・ボールペン・セロテープ 申込み／7月10日㈰から

パソコン講座
8月21日㈰
「ファイルとフォルダーの整理」 午後1時30分〜4時30分

対象／幼児から
対象／一般成人

内容／写真などのファイルの整理、フォルダーの作成など 対象／一般成人
定員／14人 持ち物／筆記用具・USB メモリ 申込み／8月11日㈭まで

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００２２

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7月29日㈮は休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター3階）

えほんであそぼ

7月7日・14日・28日、8月
4日の各木曜日
午後4時〜4時30分

内容／絵本のよみきかせ

よみきかせ夏スペシャル

7月21日㈭
午後2時〜3時

内容／大型紙芝居・エプロンシアター・パネルシアターなど
対象／幼児から小学生まで 大人もぜひどうぞ !

7月22日㈮〜28日㈭

内容／夏休みの宿題をするための場所の提供と学習のサポート。時間内は出入
り自由 対象／小・中学生 持ち物／学校の宿題 ※元教職員による学習のサ
ポートは7月22日㈮〜24日㈰の午前9時30分〜正午

7月25日㈪

内容／書道サークル珠光会による夏休みの習字の宿題の指導 対象／小学生
定員／各時間帯30人（先着順） 持ち物／習字道具、お手本 申込み／電話か
来館か宗岡りんくすのホームページ（URL:http://www.linksweb.jp/）
から

サマースクール「宿題教室」 午前9時30分〜午後4時30分
（宗岡りんくす共催）
（25日㈪は午後1時まで）
サマースクール「習字教室」 ①午後1時30分〜
（宗岡りんくす共催）
②午後3時〜
親子物づくり講座
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8月4日㈭
午前9時45分〜11時45分

対象／幼児から小学生

内容／ソフト粘土で、風にゆれるモビール作り 対象／小学生と保護者 定員
／10組 保育／あり
（6か月以上） 参加費／500円 申込み／7月20日㈬まで
に電話か来館

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
お誕生手形の日
「かわいいおてて」

とき／7月5日㈫・15日㈮、8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りましょう 対象／今月お誕生日を迎える未就学児

みんなのポケット

7月5日㈫〜14日㈭
午前9時30分〜午後4時30分

ミニミニ講座

①7月7日㈭
②8月4日㈭

青空ぽけっと in 学童

7月8日㈮
午前10時45分〜11時45分

内容／ボールプールで遊ぼう 対象／未就学児と保護者 ところ／宗岡第三学
童保育クラブ（宗岡第三小学校内） ※お車での来所はご遠慮ください

7月14日㈭・28日㈭
午前10時〜11時

内容／身長、体重の計測

身体測定
「おおきくなったね」

内容／子ども用品のリサイクル会（提供は7月1日㈮から受付）
対象／未就学児の保護者 ※詳細はお問い合わせください

午前11時15分〜正午 内容／「子どものヘアーカット」
（拡大版）
午前11時30分〜11時50分 内容／「手作りおもちゃ紹介」 対象／未就学児と保護者

対象／未就学児と保護者

専門相談

対象／未就学児と保護者
①おっぱい相談 7月15日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師
②まんま相談 7月21日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士

たんぽぽ広場

7月19日㈫
午後2時〜3時30分

内容／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）

みんなであそぼ
（児童センター共催）

7月20日㈬
午前11時30分〜11時50分

内容／親子で体を動かす集団あそびを楽しみましょう テーマ「うみだうみだ」
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

みずあそび
（児童センター共催）

8月1日㈪〜18日㈭の間の9
日間
午前10時〜11時30分

内容／幼児用プールでの水遊び 対象／未就学児と保護者
※詳細はセンター内に掲示します

志木どろんこ子育て支援センター「ちきんえっぐ」 ☎（４７１）６０１０ 6（４７１）６０２２
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
下宗岡2‑15‑46
（どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

▼志木子育てサロン 問合せ／子ども家庭課 内線２４４７ 6（４７２）３２１５
開所日時／火・木・土曜日

午後0時30分〜3時30分

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル6階）

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１ 6（４７６) ２３３０
利用時間／月〜金曜日

おひさま広場

午前8時30分〜午後5時15分

休所日／土・日曜日、祝休日

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

①7月5日㈫・21日㈭、8月4日㈭ 午前9時30分〜11時30分 ②7月15日㈮・25日㈪
内容／親子遊び、発達相談 対象／発達に不安のある乳幼児と親 申込み／不要

午後2時〜4時

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前9時〜午後5時 ※7月11日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）

児セビクス
「かいぞく体操」
わくわくタイム
なかよしランド第４回
「プラレールワールド」
夏休みチャレンジ会
交流児童センター

学校休業日を除く平日
午前10時50分〜11時

内容／みんなでいっしょに楽しい体操をしましょう

毎週月曜日
午後4時〜4時20分

内容／いろいろな集団遊びを楽しみながら仲間作りをしましょう
対象／小学生 ※7月4日㈪は七夕飾りを笹に飾り、持ち帰ります（先着10人）

7月12日㈫・13日㈬
午前10時30分〜11時40分

内容／部屋いっぱいに線路をつなげて電車を走らせましょう
対象／幼児から18歳未満（幼児は保護者同伴）

7月16日㈯〜8月30日㈫
午前・午後各1回
7月16日㈯
午前10時〜11時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
7月17日㈰
（志木第四小学校内）
午前10時〜11時30分

移動児童センター

内容／ゲームや遊具の記録を掲示し、表彰します
（幼児は保護者同伴）

対象／未就学児と保護者

対象／幼児から18歳未満

内容／「フィールポリネシアン」 フラダンス鑑賞 ･ 体験など
でも

講師／フラココナッツ

は

せ がわ まさ こ

対象／どなた

長谷川 昌子さん

内容／「まるびぃ遊びの時間」 オリジナルうちわ作り・うちわ遊び
なたでも 講師／文京学院大学 まるびぃの森

対象／ど

7月20日㈬
午後2時〜4時

内容／センターの遊具・玩具や簡単工作
（今回は
「紙コプター」）などを持って会
場へ出向きます 対象／小中学生 ところ／志木第四小学校体育館

7月21日㈭
午後2時〜4時

内容／センターの遊具・玩具や簡単工作
（今回は
「紙コプター」）などを持って会
場へ出向きます 対象／小中学生 ところ／宗岡第三小学校体育館

ミニサマーコンサート
7月25日㈪
（宗岡子育て支援センター共催） 午後3時30分〜4時20分

内容／県立志木高校吹奏楽部による生演奏を鑑賞します

2016.7 Shiki City
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※定員を設けているものは、原則として応募者多数の場合、
抽選となります（健（検）診を除く）。
イベントカレンダー
QR コード

は「子育て情報」です。

▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎（４８６）６８８８ 6（４７２）５２５１
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
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日
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

すこやか相談

7月8日㈮、
8月4日㈭
午前10時〜11時30分
7月8日㈮・14日㈭・15日㈮・

クーポンランチ
（普通食） 21日㈭・22日㈮・28日㈭

午前10時30分〜11時30分

内容／子どもの接し方、親自身のことなどを臨床心理士に相談できます 対象
／未就学児と保護者 ※午前中はあそびの広場内で実施（午後のみ予約制）
内容／保育園給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／1歳児・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（先着順） 申込み／来所または電話で、利
用日の1週間前までに予約

ランチで食育
（離乳食）

7月12日㈫・19日㈫・26日㈫
午前10時30分〜11時30分

内容／保育園給食の試食と栄養士の講話や相談 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（先着順） 申込み／来所・電話
で利用日の1週間前までの予約 参加費／無料 (2回目から1食268円）

小児科医師相談

7月19日㈫
午後2時30分〜3時30分

内容／育児や健康に関する疑問を小児科医に相談できます
対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場内で気軽に相談できます

お父さん広場
（にこぱぱ）

7月23日㈯
午前10時〜11時

内容／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

赤ちゃん広場

7月25日㈪
午後2時30分〜3時30分

内容／赤ちゃんとママのふれあい遊びほか
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

水遊び

7月20日㈬以降
午前9時30分〜10時50分

内容／ベランダで水遊び 対象／未就学児
（お座りのできる幼児以上）と保護者
※詳細はセンター内に掲示します

▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・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30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・
幸町3‑9‑52
（西原保育園2階） http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
4・5土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

まんまある夏祭り

午前9時30分〜午後4時30分

7月15日㈮
午前9時30分〜正午

ぱぱまある

7月16日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

乳幼児 虫歯予防教室

7月21日㈭
午前10時〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時

水に親しむあそび
小児科医 子育て相談

7月22日㈮
午前9時30分〜11時30分
7月25日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分
7月26日㈫・27日㈬・28日
㈭・29日㈮、
8月1日㈪・2日
㈫・4日㈭・5日㈮・6日㈯
午前9時30分〜11時30分

水あそび

管理栄養士 栄養相談
保健相談
（健康増進センター共催）

8月2日㈫
午後2時30分〜3時30分
〈受付〉午後2時〜2時30分
8月3日㈬
午前10時〜11時30分

第1・3土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

内容／ヨーヨー釣り、魚すくい、親子工作など 対象／未就学児と保護者
※午前のあそびの広場は「夏祭り」になります ( 入れ替え制になります ) 午後
のあそびの広場は午後2時からです ※雨天の場合は、内容変更があります
内容／夏祭りごっこほか 対象／未就学児と保護者
※ママと子どもの参加も可
こう くう

にし かず え

内容／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／7月14日㈭まで ※来所か電話でお願いします
内容／ベランダで魚つりごっこ遊び 対象／未就学児と保護者
※着替えをお持ちください
なか むら たかし

内容／育児や健康に関する疑問や悩みについてアドバイス
ん（小児科医） 対象／未就学児と保護者
※あそびの広場内で気軽に相談できます

講師／中村 敬さ

内容／ベランダで水遊び 対象／未就学児（ひとりですわれる子）と保護者
持ち物／着替え、タオル、飲み物ほか ※詳細は当支援センターチラシ・ホー
ムページの「水あそびのお知らせ」をご覧ください
内容／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
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）
※あそびの広場内で気軽に相談できます
内容／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 ※親子健康手帳をお持ちください

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／午前9時〜午後5時 ※7月11日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
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
※7月11日㈪は午後3時〜4時30分、7月6日㈬・13日㈬は午後2時30分〜4時30分

家族手形の日
「みんなのおてて」
志木おもちゃクリニック
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7月の毎週土曜日
午前9時30分〜11時30分
午後2時30分〜4時
7月2日㈯、8月6日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

内容／お子さんの成長の記念に家族で手形をとりましょう
家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします
内容／ボランティアおもちゃドクターによるおもちゃの修理
対象／どなたでも

対象／未就学児と

