▼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
（9月19日㈪は開館）、9月20日㈫

毎週土曜日
①午前10時受付 ②午後１時受付

まが玉作り教室

対象／小学生以上

中宗岡3‑1‑2

定員／午前・午後各20人

申込み／不要

※雨天中止

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／午前10時〜午後４時

ちょっと昔の遊びをしよう

開館日／金・土・日・月曜日、９月22日㈭

10月1日㈯
午前10時〜11時30分

9月号

中宗岡5‑1

内容／けん玉、お手玉、折り紙、あやとり、こま回しなどで遊びましょう
対象／どなたでも（幼児の場合、保護者同伴）

開館時間／午前８時30分〜午後10時

カーレット体験会

※9月24日㈯は午後1時から開館

9月17日㈯
午後1時30分〜3時30分

上宗岡1‑5‑1

内容／卓上で行うカーリング（カーレット）の体験
申込み／9月14日㈬までに電話か直接

対象／小学校3年生〜

▼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

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

中宗岡1‑3‑25

▼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

認知症予防のための
「水引細工教室」

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません
内容／水引で今が旬のぶどうのブローチ作り

9月29日㈭
午後１時30分〜3時30分

はら だ

かず こ

く

に

対象／市内在住65歳以上の人

講師／原田 和子さん（伝統水引工芸六合流講師） 定員／16人 参加費／400
円（材料費） 申込み／9月20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
開所時間／午前８時30分〜午後５時15分

柏町3‑5‑1

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／本町

本町2‑10‑50

認知症カフェ
「かざぐるま」

9月28日㈬、10月26日㈬
午後1時30分〜3時

ところ／ルストホフ志木 内容／認知症のご本人やご家族、ご友人、地域住民
の皆さん、専門職の人などどなたでも参加できる場です お茶を飲みながら、
日頃の悩みやわからないことなど、気軽にお話しませんか 申込み／不要

元気回復事業
「脳若トレーニング」

10月7日〜12月9日までの毎
週金曜日(全10回)
午前10時30分〜正午

ところ／ルストホフ志木 内容／ iPad を使っての脳トレーニングを中心に認
知症の予防をはかります 対象／市内在住の人（要支援1･2の人を優先）
定員／20人 申込み ･ 問合せ／9月30日㈮までに電話で

▼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

休所日／日曜日、祝休日

▼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

認知症サポーター養成講座

柏町3‑5‑1（第二福祉センター内）

担当地区／館、幸町

幸町3‑12‑5

せせらぎ ☎（４８５）２１１３ 6（４８６）５１１２

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

ところ／市役所 内容／認知症を正しく理解し、認知症の人を地域で温かく見
守る応援者、
「認知症サポーター」を養成します 対象／どなたでも
定員／50人（先着順） 参加費／無料 申込み／9月28日㈬までに電話で

9月29日㈭
午前10時〜11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
中宗岡3‑25‑10

担当地区／柏町

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

休所日／日曜日、祝休日

▼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
中宗岡1‑19‑61

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

あきがせ ☎（４８５）５０２０ 6（４８５）５０２１

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）

「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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▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

2016

▼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
休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）
、9月30日㈮

土・日曜日、祝休日
館2‑6‑14

午前９時30分〜午後６時

おはなし会

9月3日㈯・17日㈯、10月1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
申込み／不要

赤ちゃんのえほんのじかん

9月3日㈯・21日㈬、10月1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

えほんのじかん

9月10日㈯・17日㈯・24日㈯
午前11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

対象／5歳ぐらいから

対象／3歳ぐらいから

申込み／不要

１８６３
6（４７１）

開館時間／午前９時30分〜午後７時 休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）、9月30日㈮
本町1‑10‑1
※10月8日㈯〜10日㈪は照明制御設備更新工事のため休館

よみきかせ

9月2日㈮・9日㈮・16日㈮・23日㈮
午後3時30分〜4時

内容／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

おもしろクラブ

9月3日㈯、10月1日㈯
午前11時〜11時30分

内容／よみきかせ、紙芝居、パネルシアター、折り紙
対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

9月10日㈯・24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 )

9月17日㈯
午前11時〜11時30分

内容／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

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／午前８時30分〜午後10時 休館日／9月5日㈪ ※競技場床改修工事のため9月末まで競技場と多目的ホールが使用
館2‑2‑5
できません ※個人開放の予定時間は公共施設予約システムをご覧になれます

トレーニング室利用講習会

①9月4日㈰・8日㈭・20日㈫
午前10時〜、午後2時30分〜
②9月2日㈮・14日㈬・24日㈯
午後2時30分〜、午後7時〜

トレーニング室のご利用は、
「トレーニング室利用講習会」の受講が必要です 所
要時間／１時間30分 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、市内在住・在勤・在学の人は証明
できるもの 受講料／160円（市内在住・在勤・在学の人）、240円（その他の人）

みんなでカッコ良く楽しく踊ろうストリートダンス！運動の苦手な子どもたち大歓迎。音楽にあわせてパワー全開で踊っ

ちゃおう！ 内容／ストリートダンス。リズム感や基礎能力を養うリズムトレーニングからはじまり、基本のステップ
元気キッズ！秋
お だ くら
参加者募集
を大切にしながら、応用にもチャレンジ とき／10月1日㈯・8日㈯・15日㈯ 午後1時30分〜2時30分 講師／小田倉
（10月土曜日の午後、全3日間） けいじさん 対象／小学3年〜6年生 定員／20人（当日でも空きがあれば参加できます） 参加費（全3回分）／市内500
円、市外600円 持ち物／運動できる服装、室内シューズ、飲み物、タオル 申込み／直接または電話で

▼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

休所日／9月5日㈪

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／午前６時〜午後７時

▼市民会館

休所日／9月5日㈪

※パークゴルフ場は午前9時からの利用となります

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／午前8時30分〜午後10時

骨盤底筋エクササイズ講座

上宗岡4‑25‑46

本町1‑11‑50

10月〜12月の特定水曜日
全12回
午前10時〜11時

内容／全身の筋肉を緩めてボディーラインを整えましょう！腰痛、肩こり解消
にも！ 対象／女性 受講料（全12回）／9,600円（各回参加1,000円／１回）
申込み／全12回の申込みは9月30日㈮まで、各回参加は随時募集

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

歌い継ごう
「日本の歌百選」

本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

毎月第2・第4水曜日
午後1時30分〜3時30分
※一部変更あり

内容／童謡や唱歌をみんなで楽しく歌い、次の世代に歌い継いでいきましょう
対象／どなたでも 受講料／各回参加1,000円／1回 ※テキスト別途648円

▼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）
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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

9月13日㈫

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5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

離乳食教室
（ゴックン期） 午後2時10分〜

※３か月児健診と同時開催

９か月児健診

むし歯予防教室

幸町3‑4‑70

午後2時40分〜

9月14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11月出生児
ところ／志木どろんこ子育て支援センター 内容／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／
10組 持ち物／親子（母子）健康手帳、タオル 申込み／9月20日㈫までに、電話か直
接、志木どろんこ子育て支援センター [ ☎（471）6010] へ ※志木どろんこ子育て支
援センター共催

10月4日㈫
午前10時〜11時30分

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／午前９時〜午後10時
休館日／月曜日（9月19日㈪は開館）、10月8日㈯〜10日㈪は照明制御設備更新工事のため休館

本町1‑10‑1

大人の陶芸教室

9月23日・30日、10月28日の
各金曜日 午後1時30分〜4時
11月15日㈫
午後1時30分〜2時30分

内容／お気に入りの花入れを作ろう 対象／一般成人 定員／10人
持ち物／エプロン、タオル、筆記用具 ※汚れてもよい服装でお越しください
参加費／500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館で

おんどり料理教室
〜男のクッキング〜
体験講座募集

9月24日、10月22日、11月
26日、1月14日、2月25日
の各土曜日（全5回）
午前10時〜午後1時

内容／料理の基本技術と知識を修得しよう 対象／男性 定員／20人
持ち物／エプロン、バンダナ、タオル 参加費／第1回（オリエンテーション）
は無料、第2回〜第5回は各500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館で

パソコン講座
Excel 入門

9月29日㈭
午前10時〜午後1時

内容／ Excel の特徴的な機能と基本操作の解説 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／9月20日㈫までに電話か来館で

なかまほいく「秋にーにょ」 10月4日〜12月6日の毎週火
曜日(全10回)
〜支えあいの子育て、
午前10時15分〜11時45分
はじめましょう〜

内容／親子いっしょの遊び、預け合い、親のリフレッシュ、親同士の仲間作り
など 対象／0〜3歳の子どもとその保護者 定員／12組 参加費／4,500円
(10回分、保険代含む ) 申込み／9月1日㈭〜20日㈫の期間に、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

内容／助産師さんのお話し（赤ちゃんの病気・おっぱい相談）
対象／0歳児とその家族 ※皆さん気軽にお越しください

10月6日㈭
午前10時〜11時30分

▼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

(図書室 午前9時30分〜午後5時)

休館日／9月5日㈪、図書室は9月30日㈮も休室

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）

9月24日㈯・25日㈰
午後1時30分〜4時30分

内容／ブログを作ってインターネットにアップするまでの学習 対象／一般成
人 定員／14人 持ち物／筆記用具、USB メモリ 申込み／9月14日㈬まで
に電話か来館で

赤ちゃんと絵本のふれあい

9月28日㈬
午前11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃんの絵本のよみきかせ

おやこ広場

10月6日・13日・20日・27
日の各木曜日
午前10時〜11時

内容／親子で楽しく遊びながら仲間づくり 対象／2歳未満の子どもと親
定員／20組 申込み／9月29日㈭までに電話か来館で

よみきかせ
初心者のためのパソコン個別
指導
パソコン講座
「ブログに挑戦」

対象／一般成人

▼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
休館日／図書室のみ9月30日㈮は休室

えほんであそぼ
和文化
ちりめん小物作り講座
大人のためのお笑い鑑賞会
（総合福祉センター共催）
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午前９時30分〜午後５時） ※9月24日㈯は午後1時から開館
上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

毎週木曜日
午後4時〜4時30分

内容／絵本のよみきかせ
対象／幼児から小学生

9月27日㈫
午前9時30分〜正午

内容／錦紗ちりめんでバネ口ポーチを作ります 対象／一般成人
定員／15人 保育／あり（生後6か月以上） 持ち物／裁縫道具
参加費／500円 申込み／9月15日㈭までに電話か来館

10月5日㈬
午後1時30分〜2時50分
（開場は午後1時）

きんしゃ

ところ／総合福祉センター 1階ホール 内容／綾小路きみまろの「あれから
40年爆笑傑作集 & 爆笑スペシャルライブ」
DVD を大画面でお楽しみください
対象／どなたでも（直接会場にお越しください）

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
9月20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）

9月21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もう テーマ／「とんぼになって」
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

青空ぽけっと in 学童

9月23日㈮
午前10時45分〜11時45分

内容／プラレールで遊ぼう 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

たんぽぽ広場

9月27日㈫
青空ぽけっと
（雨天・強風など天候不良の場合は中止） 午前10時30分〜午後0時30分

ところ／かすみ児童公園 内容／自由あそびや体操など、公園でいっしょに遊
びましょう 対象／未就学児と保護者 ※お昼を食べる人は、お弁当、水筒、
敷物をお持ちください

芋ほり

10月2日㈰
（天候不良の場合
は16日㈰に延期）
午前10時〜11時30分

内容／お父さんの会
「PaPa s」が育てたさつま芋を掘りましょう 対象／未就
学児とお父さん（ご家族の参加も可） 定員／20組（先着順） 申込み／9月8日
㈭から25日㈰までに来所か電話で

ベビーマッサ―ジ

10月18日㈫
午前10時30分〜11時30分

内容／お子さんの肌に触れ、スキンシップをとりましょう 対象／8か月以下の子と
保護者 定員／10組（先着順） 申込み／10月4日㈫から7日㈮までに来所か電話で

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
※9月29日㈭をもちまして閉所します

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

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）

おひさま広場

①9月16日㈮・28日㈬ 午前９時30分〜11時30分 ②9月5日㈪・20日㈫、10月6日㈭
内容／親子遊び、発達相談 対象／発達が気になる乳幼児と親 申込み／不要

午後2時〜4時

巡回発達相談

10月4日㈫ 午後２時30分〜３時30分 ところ／宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
10月6日㈭ 午前10時30分〜11時30分 ところ／西原子育て支援センター「まんまある」
内容／発達相談 対象／発達が気になる乳幼児と親 申込み／不要

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／午前9時〜午後5時 ※9月12日㈪は午後3時〜5時、9月24日㈯は午後1時〜5時、10月3日㈪は午後3時〜5時
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター2階）
学校休業日を除く平日
児セビクス
「あっちそっちこっちって」 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

対象／未就学児と保護者

コマ・けん玉検定

毎日 午前10時〜正午
午後1時〜5時

内容／コマ・けん玉の児童センター独自の検定

わくわくタイム

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

9月13日㈫・14日㈬
午前10時30分〜11時40分

内容／変身グッズや顔出し看板で、いろいろな変身やシーンを楽しみましょう
対象／未就学児と保護者 ※自由にお子さんの写真を撮っていただけます

9月17日㈯
午前10時〜11時30分

内容／ヨーヨー釣りや、くじ引きなどの縁日遊び
ら高齢者までどなたでも

なかよしランド第5回
「変身ひろば」
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」 9月18日㈰
（志木第四小学校内）
午前10時〜11時30分

対象／小学生から18歳未満

対象／幼児
（保護者同伴）か

内容／玩具・工作遊びの後、まるびぃの交流遊び
「紙コップロケット」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

▼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

おっぱいケア訪問

随時

休所日／土・日曜日、祝休日

幸町3‑4‑70

内容／助産師の家庭訪問によるおっぱいケアや授乳に関する相談 対象／産後
60日以内の母親 利用回数／2回まで 申込み／希望者は、直接健康増進セン
ターへご連絡ください

１歳６か月児健診

9月6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／平成27年2月出生児

３歳児健診・
フッ化物塗布

9月7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／平成25年5月出生児

３か月児健診

9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28年5月出生児

2016.9 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

ランチで食育
（離乳食）

午前9時30分〜午後4時30分

9月13日㈫・20日㈫・27日㈫
午前10時30分〜11時30分

第2・4土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

内容／保育園の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おお
むね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／来所また
は電話で利用日の1週間前までの予約 参加費／無料 (2回目から1食268円）

9月8日㈭・9日㈮・16日㈮・ 内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談 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
午前10時30分〜11時30分
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

クーポンランチ
（普通食） 23日㈮
小児科医師相談

9月13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

お父さん広場

9月24日㈯
午前10時〜11時

内容／お父さんといっしょに遊ぼう
※お母さんの付添い可

赤ちゃん広場

9月26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

おでかけにこまある

9月29日㈭
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前10時15分〜

対象／お父さんと未就学児

ところ／いろは遊学館 内容／運動会ごっこを楽しもう
対象／2歳以上の未就学児と保護者

▼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、
幸町3‑9‑52
（西原保育園2階） http://www.geocities.jp/nishihara̲manmaaru/
第２・４・５土曜日
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

午前９時30分〜午後４時30分

9月2日㈮・9日㈮・16日㈮・
23日㈮、
10月7日㈮
午前10時30分〜午後2時30分

第1・３土曜日

午前9時30分〜午後3時30分

ところ／ふれあい館
「もくせい」
（志木第四小学校内） 内容／ふれあいあそび、
簡単工作、地域の人たちとの交流ほか 対象／どなたでも
※昼食が食べられます（各自持参） ※多世代で交流しながら地域のこと、子育
てのことなどたくさんおしゃべりしましょう

ねんねタイム

9月16日㈮
午後2時30分〜3時45分
〈受付〉午後2時〜2時30分

内容／ふれあいあそび、赤ちゃんのスキンシップあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

9月17日㈯
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

内容／みんなで身体を動かしてあそぼう、ふれあいあそびほか
対象／未就学児と保護者 ※ママと子どもの参加も可

9月23日㈮
午前10時30分〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

ところ／西原保育園一時保育室 内容／オレンジケーキ試食、食育の話
対象／未就学児と保護者 材料費／70円 定員／10組
申込み／9月15日㈭までに、直接または電話で

小児科医 子育て相談

9月26日㈪
午前10時30分〜11時30分
〈受付〉午前9時30分〜10時30分

はいはいタイム

9月27日㈫
午前10時〜11時
〈受付〉午前9時30分〜10時

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 講師／中村 敬さ
ん（小児科医） 対象／未就学児と保護者 ※あそびの広場の中で自由に相談で
きます

簡単おやつ
（西原保育園共催）

なか むら たかし

内容／運動会気分、ふれあいあそびほか

対象／はいはい時期の乳児と保護者

▼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 ※9月12日㈪は午後３時〜５時、9月24日㈯は午後1時〜5時、10月3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、日曜日 正午〜午後1時 ※9月12日㈪は午後3時〜４時30
分、9月24日㈯は午後1時〜4時30分、10月3日㈪は午後3時〜4時30分 ※9月30日㈮、10月2日㈰は休み

ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック

9月3日㈯、10月1日㈯
〈受付〉午後1時30分〜3時

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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

9月6日㈫・16日㈮、
10月4日㈫・21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

身体測定
「おおきくなったね」

9月8日㈭・22日㈭
午前10時〜11時

専門相談
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①9月1日㈭ 午前11時30分〜11時50分 内容／えかきうた
②10月5日㈬ 午前11時10分〜11時50分 内容／3B 体操（拡大版） 対象／①②未就学児と保護者

Shiki City 2016.9

内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

①保健相談 9月8日㈭ 午前10時〜11時30分 相談員／保健師 ※健康増進センター共催
②まんま相談 9月15日㈭ 午後3時〜4時 相談員／栄養士
③おっぱい相談 9月23日㈮ 午後3時〜4時 相談員／助産師 対象／①〜③未就学児と保護者（児は不在も可）

