▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財 登山道に黒ボク(溶岩)が崩落したため、登山による見学を中止しています
（志木市商工会館内） ☎（471）0049
田子山富士塚

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４

利用時間／8時30分〜17時15分 休館日／12月29日㈮〜1月3日㈬
の東館で電話問い合わせなどの業務を行っています

上宗岡1‑5‑1

※改修工事に伴い全館休館し、敷地内

12月号
2017

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５

休館日／12月17日㈰、12月29日㈮〜1月3日㈬
中宗岡1‑3‑25

※日曜日、祝休日、12月28日㈭、1月4日㈭は、

▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００

開館時間／9時〜16時30分 休館日／12月29日㈮〜1月3日㈬
※地下改修工事のため、お風呂、駐車場の利用はできません
ゆい

パフォーマンス楽団｢ 結 ｣
12月14日㈭
12月公演
13時30分〜15時
「隣のあなたが、私のサンタ」
認知症予防セミナー
「水引細工教室」

柏町3‑5‑1

内容／大道話芸、玉すだれ、太鼓、笛、歌、ピアノのライブ 対象／市内在住
65歳以上の人または、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要（直接会
場へお越しください）

12月19日㈫
13時30分〜15時30分

内容／お正月にも使えるポチ袋に飾る宝船・梅の花・淡路結びを水引で作りま
す 対象／市内在住の65歳以上の人、福祉センター利用資格のある人 講師
はら だ

かず こ

く

に

／原田 和子さん（伝統水引工芸六合流講師） 持ち物／はさみ、洗濯ばさみ3個、
木工用ボンド 定員／16人（はじめての人優先） 参加費／500円（材料代）
申込み／12月12日㈫までに、直接または電話、FAXで

歌声ひろば

12月21日㈭
10時〜11時30分

内容／生演奏に合わせ、みんなで歌をうたいます 対象／市内在住の65歳以
上の人、福祉センター利用資格のある人 申込み／不要（直接会場へお越しく
ださい） ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

12月27日㈬
13時〜15時

内容／カーレットとは、氷上のカーリングを卓上で簡単にできるように考案さ
れた、はじめての人でも楽しめるゲームです 対象／市内在住の65歳以上の
人、福祉センター利用資格のある人 申込み／12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／8時30分〜17時15分

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

▼高齢者あんしん相談センター

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

▼高齢者あんしん相談センター

館・幸町 ☎（４８５）５６１０ 6（４８５）５６１１

開所時間／8時30分〜17時15分 休所日／日曜日、祝休日
柏町3‑5‑1
（第二福祉センター内）

開所時間／8時30分〜17時15分

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／柏町

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／8時30分〜17時15分
中宗岡1‑19‑61

開所時間／8時30分〜17時15分
中宗岡3‑25‑10

休所日／日曜日、祝休日

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

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、いろは遊学
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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おしらせ版

開館時間／９時〜16時30分
お風呂の利用はできません

問合せ／田子山富士保存会

▼いろは遊学図書館
よみきかせ

12月8日㈮・15日㈮・22日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ いろいろな絵本の紹介もします
対象／3歳くらい〜小学生

おはなし会

12月9日㈯
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)

12月16日㈯
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

12月23日㈯
1部:10時30分〜10時50分
2部:11時〜11時30分

冬だけの特別なおはなし会をします お楽しみに!
対象／1部:幼児向け 2部:小学生向け 大人もぜひどうぞ!

赤ちゃんのよみきかせ
「あっぷっぷ」
冬のおはなし会

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／8時30分〜22時 休館日／12月4日㈪、12月28日㈭〜1月3日㈬ ※12月28日㈭は窓口業務のみ
（8時30分〜17時）
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ご覧になれます

トレーニング室利用講習会

とき／①12月2日㈯・13日㈬・17日㈰、1月6日㈯・9日㈫ 10時〜、14時30分〜 ②12月5日㈫・8日㈮・
21日㈭ 14時30分〜、19時〜 内容／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）

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０

利用時間／8時30分〜21時 ※12月28日㈭、1月4日㈭は、17時閉所 休業日／12月4日㈪、12月29日㈮〜1月3日㈬

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園
利用時間／6時〜17時

▼市民会館

休業日／12月4日㈪、12月29日㈮〜1月3日㈬

上宗岡4‑25‑46

※パークゴルフ場は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／8時30分〜22時 ※12月28日㈭は、17時閉館
（駐車場は17時30分以降利用できません） 休館日／12月29日㈮〜
本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/
1月3日（水） ※駐車場も終日利用できません

癒しのパステリア書講座

とき／1月11日・25日、2月8日・22日、
3月8日・22日の各木曜日 10時〜11時30分 内容／どなたでも簡単
に筆以外の道具を使って描くインテリア書と、やさしい色合いのパステルアートが組み合わさったおしゃれな
アート作品を描いてみませんか ? 対象／どなたでも 受講料／14,500円（全6回、材料費込）
申込方法／市民会館配布申込書へ記入 申込期限／12月25日㈪

はじめてのチェアヨガ講座

とき／①体験講座…12月17日㈰ 9時45分〜10時45分 ②本講座…1月7日・21日、2月4日・25日、3月11日・
25日の各日曜日 9時45分〜10時45分 内容／椅子を補助に使用したヨガ講座です 椅子に座りながら深呼
吸、全身のストレッチをゆっくりと行い、心身ともにリフレッシュしましょう ! 対象／どなたでも 受講料
／①500円 ②4,200円
（全6回） 各回参加は1回800円 申込方法／市民会館配布申込書へ記入
申込期限／①12月10日㈰ ②12月25日㈪

コンサート
「歌声喫茶ともし
び in 志木・新座」

とき／1月28日㈰ 13時30分開場、14時開演、16時終演 内容／「歌声喫茶」はだれでも参加でき、みんなで楽
しく歌って元気になれるコンサートです 700曲以上の歌が掲載された歌集からお客様のリクエストに応えなが
らみんなでいっしょに歌います 対象／どなたでも チケット／販売中 前売・当日とも1,000円（自由席）

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22時 ※12月28日㈭は、17時閉館
本町5‑26‑1
（フォーシーズンズ志木ビル8階）

休館日／12月29日㈮〜1月3日㈬

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／9時〜22時

休館日／12月29日㈮〜1月3日㈬

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／9時30分〜16時30分

休館日／月曜日、12月27日㈬〜1月4日㈭

毎週土曜日※雨天中止
①午前の部：10時受付
②午後の部：13時受付

まが玉作り教室

対象／小学生以上
申込み／不要

中宗岡3‑1‑2

定員／午前・午後各20人

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館日／金・土・日・月曜日

ちょっと昔の遊びをしよう

開館時間／10時〜16時

1月8日㈪
10時〜11時30分

休館日／12月27日㈬〜1月4日㈭

中宗岡5‑1

たこ

内容／凧を作って凧あげをしよう
対象／どなたでも（幼児の場合、保護者同伴）
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▼健康増進センター ☎（４７３) ３８１１ 6（４７６) ７２２２

利用時間／8時30分〜17時15分 休所日／土・日曜日、祝休日、12月29日㈮〜1月3日㈬
※妊娠届については、祝休日を除く第2・第4土曜日（9時〜17時） ☎（476）
7333

幸町3‑4‑70

内容／助産師・保健師による「新生児訪問」、母子保健推進員による「乳児訪問」 対象／生後４か月までの赤ちゃ

こんにちは
んとそのご家族 ※出生連絡票のハガキと、出生届出時に記入する
「こんにちは赤ちゃん訪問カード」をもとに
赤ちゃん訪問事業
（随時） 訪問します お急ぎの人は、健康増進センターまでご連絡ください
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90日以内の母親

おっぱいケア訪問
（随時） 利用回数／2回まで 自己負担額／1回500円（生活保護世帯の人を除く） 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

申込みは、産後80日まで

それ以降は、ご相談ください

９か月児健診

12月5日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成29年2月出生児

１歳６か月児健診

12月6日㈬
〈受付〉13時10分〜14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28年5月出生児

３か月児健診

12月12日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成29年8月出生児

離乳食教室 ( ゴックン期 )
３歳児健診・フッ化物塗布

12月12日㈫
14時10分〜、14時40分〜
12月13日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

対象／平成29年8月出生児 ※3か月児健診と同時開催
（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） 内容／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
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26年8月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

12月19日㈫
10時〜11時30分

対象／平成29年5月・6月出生児 内容／離乳食の進め方について講話、試食、
相談 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ 身体計測あり

離乳食教室 ( カミカミ期 )

12月20日㈬
10時〜11時30分

対象／平成29年3月・4月出生児 内容／離乳食の進め方について講話、試食、
相談 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ 身体計測あり

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２
利用時間／9時〜22時
本町1‑10‑1

休館日／月曜日、12月29日㈮〜1月3日㈬

※12月28日㈭、1月4日㈭は、17時閉館
さい き

冬休み子ども教室

12月26日㈫
10時〜12時

とも み

内容／ソフト粘土で干支の「いぬ」を作ろう 講師／齋 木 友 美 さん（DECO
CLAY CRAFT ACADEMY 認定講師） 対象／小学4〜6年生 定員／10人
参加費／500円 持ち物／筆記用具、タオル（ソフト粘土の保湿用）、作品を持
ち帰る袋 申込み／12月17日㈰までに電話か来館で

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２

利用時間／9時〜22時 (図書室 9時30分〜17時) ※12月28日㈭、1月4日㈭は、17時閉館 休館日／12月4日㈪、12月29日㈮〜1月
中宗岡4‑16‑11
3日㈬、図書室は12月28日㈭も休室 ※12月28日㈭17時から1月4日㈭8時30分まで、ブックポストは使えません
毎週金曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ

毎週土曜日
10時〜12時

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）

対象／一般成人

12月22日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、すばなし、紙しばい

対象／幼児・小学生

こども広場
「冬休み映画会」

12月23日㈯
10時〜11時15分

内容／「いのりの手」、
「くまのおいしゃさん」、
「花さき山」
対象／幼児、小学生

生活講座
み そ
「こだわりの手作り味噌」

1月27日㈯
13時〜15時30分

内容／厳選された材料を用いて味噌を作る 対象／一般成人 定員／30人程
度（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（出来上がり約2kg）ほか 申込み／12月10日
㈰から、参加費を添えて直接

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
よみきかせ
クリスマスおたのしみ会

対象／幼児から

▼宗岡第二公民館（図書室臨時サービス窓口） ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

受付時間／9時30分〜17時 休館日／12月29日㈮〜1月3日㈬
上宗岡1‑5‑1 取扱業務／図書室に予約した資料の貸出・返却、利用登録・更新に限り
ます ※リクエストの受付は、市内に所蔵している利用可能な資料のみです ※改修工事に伴い全館休館し、敷地内の東館で臨時業務を行っています

▼柳瀬川図書館臨時サービス窓口（専門店街ぺあもーる１階） ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９

利用時間／10時〜18時 休館日／木曜日、12月29日㈮〜1月3日㈬
館2‑7‑1 取扱業務／予約した資料の貸出・返却、利用者登録・更新、OPACの利用 ※リ
クエストの受付は、市内に所蔵している利用可能な資料のみです ※新聞・雑誌の取扱い、複写サービス、印刷機の貸出し、会議室などの部屋の貸出しは休止します

赤ちゃんのえほんのじかん

12月2日㈯・20日㈬、1月6日㈯
11時〜11時30分

ところ／ふれあい館「もくせい」内 活動スペース「ゆめ」 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

▼いろは遊学図書館 ☎（４７１）１４７８

（４７１）
１８６３
6

開館時間／9時30分〜19時 ※1月4日㈭は17時閉館 休館日／月曜日、12月28日㈭〜1月3日㈬、1月8日㈪
本町1‑10‑1
㈭17時から1月4日㈭8時30分まで、ブックポストは使えません

おもしろクラブ
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12月2日㈯、1月6日㈯
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

※12月28日

▼宗岡子育て支援センター
「ぽけっと」
みんなであそぼ

12月20日㈬
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／メリークリス
マス 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

ミニミニ講座

1月10日㈬
11時10分〜11時30分

内容／こまで遊ぼう

対象／未就学児と保護者

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 9時30分〜16時30分 ※利用時間中は、支援センター室を開放
※ホール開放（月〜金曜日）
・園庭開放（月〜土曜日）は9時30分〜12時 休館日／日曜日、祝休日、12月29日㈮〜1月3日㈬
下宗岡2‑15‑46
（志木どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

自然学校

12月1日㈮
10時〜12時

対象年齢／どなたでも 内容／みんなでいっしょにお散歩に行こう
※詳細は志木どろんこ保育園までお問い合わせください

自然食堂

12月6日㈬・13日㈬・20日㈬・ 対象年齢／制限なし 内容／6日 : 大根のそぼろ煮 13日 : 柚子ジャムのパイ
風包み 20日 : きりたんぽ 27日 : 伊達巻き卵 持ち物／スプーン、フォーク、
27日㈬
10時〜12時
エプロン、三角巾、飲み物 参加費／一家族・200円

寺親屋

12月8日㈮
10時〜12時

対象年齢／制限なし
内容／リズム遊びをしよう

芸術学校

12月15日㈮・22日㈮
10時30分〜12時30分

対象年齢／どなたでも
内容／15日：クリスマス飾り作り

22日：お正月飾り作り

▼志木子育て交流サロン「ぷちまある」 内線２４４７

利用時間／火曜日、木曜日 11時〜15時 ※1月2日㈫はお休み 対象／妊娠中の人や0歳から未就学児の子どもとその家族
本町5‑17‑66(カフェ・シーズン内）
内容／赤ちゃんのこと、ママのことなどをいっしょにお話しするスペースです

▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎（４８６）５５１１ 6（４８７）７５３３

利用時間／月〜金曜日 8時30分〜17時15分
（ただし、12月28日㈭は16時30分まで） 休所日／土・日曜日、祝休日、12月
上宗岡４‑25‑46
（秋ケ瀬スポーツセンター３階）
4日㈪、12月29日㈮〜1月3日㈬

おひさま広場

とき／①12月14日㈭ 9時30分〜11時 担当／作業療法士 ②12月20日㈬ 14時〜15時30分 担当／作
業療法士、言語聴覚士 内容／親子遊び、発達相談 対象／発達が気になる乳幼児と保護者 申込み／不要
※都合により、担当が代わる場合があります

巡回発達相談

12月21日㈭
14時〜15時30分

ところ／いろは子育て支援センター 内容／子どもの発達のことで気になって
いることを相談できます 対象／発達に不安のある乳幼児と保護者
担当／臨床心理士 申込み／不要、直接会場へ

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時〜17時
上宗岡４‑25‑46（秋ケ瀬スポーツセンター２階） 休館日／12月4日㈪、12月29日㈮〜1月3日㈬ ※12月
11日㈪は15時〜17時 ※わくわくタイム…毎週月曜日（12月4日を除く、16時〜16時20分） ※コマ・けん玉検定…随時受付

児セビクス
「秘伝ラーメン体操」

学校休業日を除く平日
11時35分〜11時45分

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
※事業などにより時間が変更になる場合があります ※宗岡子育て支援セン
ター共催

なかよしランド第７回
「おみせやさんごっこ」

12月12日㈫・13日㈬
10時30分〜11時30分

内容／参加者でお買い物ごっこを楽しみます

12月16日㈯
10時〜11時30分

内容／「大道芸を楽しもう」 玩具・工作遊びの後、大学生パフォーマンスサー
クルによる大道芸を楽しみます 対象／幼児
（保護者同伴）から高齢者までどな
たでも 出演／どりぃむ・ぼっくす

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」
12月17日㈰
( 志木第四小学校内 )
10時〜11時30分

対象／未就学児と保護者

内容／クリスマス帽子作り 玩具 ･ 工作遊びの後、オリジナルの帽子作りを楽
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

冬休みチャレンジ会

12月19日㈫〜1月10日㈬
11時、15時の1日2回

内容／ゲームや遊具の記録を掲示し、表彰します
対象／幼児〜18歳未満（幼児は保護者同伴）

移動児童センター

①12月21日㈭・22日㈮
②1月9日㈫ ③1月10日㈬
14時〜16時

ところ／①志木第四小学校体育館 ②宗岡第三小学校体育館 ③宗岡第四小学
校体育館 内容／センターの遊具・玩具や簡単工作（①くるくるリース、②③プ
ラバン工作）などを持って会場へ出向きます 対象／未就学児から中学生
（未就
学児は保護者同伴） ※宗岡子育て支援センター共催

クリスマスお楽しみ会

12月23日㈯
15時〜16時

内容／参加者でクリスマスにちなんだ簡単なゲームなどを楽しみます
対象／小学生

お正月遊び週間

1月4日㈭〜10日㈬

内容／昔遊びやお正月遊びを自由に楽しめます
対象／幼児（保護者同伴）から18歳未満

1月13日㈯
13時15分〜14時20分

ところ／県立志木高校 内容／吹奏楽部の高校生と小学生との楽器の音出し体
験などを通した交流会 対象／小学生 申込み／12月18日㈪から1月8日㈪ま
でに、来所か電話で（電話は保護者のみ） ※詳細はお問い合わせください

異世代交流会
「楽器にふれよう」

2017.12 Shiki City
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公共施設情報

※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 9時30分〜17時 第2･4土曜日 9時30分〜15時30分 休館日／日曜日、祝休日、第1・3・5土曜日、
本町1‑1‑67
（いろは保育園2階） http://nicomaaru.com/
12月29日㈮〜1月3日㈬
あそびの広場利用時間／月〜金曜日 9時30分〜16時30分 第2・4土曜日
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

9時30分〜15時30分

12月12日㈫・19日㈫・26日
㈫、1月9日㈫
11時〜11時50分

内容／保育園の給食の試食と栄養士の講話や相談 対象／離乳食後期食が食べ
られるおおむね8か月から1歳3か月くらいの市内在住の乳幼児と保護者
定員／6組（先着順） 参加費／無料 (2回目から1食268円）
申込み／来所または電話で、利用日の1週間前までに予約

12月14日㈭・15日㈮・21日
クーポンランチ
（幼児食） ㈭・22日㈮・28日㈭
11時〜11時50分

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幼児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）

赤ちゃん広場

12月25日㈪
14時30分〜15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

小児科医師相談

1月9日㈫
10時〜11時

内容／育児や健康に関する疑問を小児科医師に相談ができます
対象／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 9時30分〜17時 第1・3土曜日 9時30分〜15時30分 休館日／日曜日、祝休日、第2・4・5土曜日、
幸町3‑9‑52（西原保育園2階） http://manmaaru.com/
12月29日㈮〜1月3日㈬
あそびの広場利用時間／月〜金曜日

9時30分〜16時30分

第1・3土曜日

9時30分〜15時30分

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

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、
12月8日㈮・15日㈮・22日㈮、
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
1月12日㈮
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
10時30分〜14時30分
さんおしゃべりしましょう

ゴスペル
ミニコンサート

12月11日㈪
10時45分〜11時

内容／ゴスペルや耳なじみのある曲を楽しく歌います
対象／未就学児と保護者 出演者／ゴスペルサークル寿限無

ボールプール

12月20日㈬
9時30分〜15時30分

内容／午前と午後のあそびの広場で遊べます
※毎月20日前後に実施しています

簡単おやつ
（西原保育園共催）

12月21日㈭
10時30分〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

対象／未就学児と保護者

ところ／西原保育園一時保育室 内容／だいこんもち試食、食育の話
対象／未就園児と保護者 材料費／70円 定員／10組
申込み／12月14日㈭までに、直接または電話で

ウクレレ
ミニコンサート

12月22日㈮
10時45分〜11時

内容／ウクレレの音色にあわせてみんなで歌いましょう
対象／未就学児と保護者 出演者／ウクレレパラダイス

保健相談

1月10日㈬
10時〜11時30分

内容／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 ※親子（母子）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／9時〜17時 ※12月11日㈪は15時〜17時 休館日／12月4日㈪、12月29日㈮〜1月3日㈬
上宗岡４‑25‑46
（秋ケ瀬スポーツセンター3階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
あそびの広場利用時間／月〜土曜日 9時30分〜16時30分 日曜日／12時〜13時
※時間が変更になる場合は、センターホームページでお知らせします

家族手形の日
「みんなのおてて」
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毎週土曜日
9時30分〜16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

対象／未就学児と

青空ぽけっと in 学童

12月8日㈮・15日㈮
10時30分〜11時45分

ところ／宗岡第三学童保育クラブ 内容／親子自由遊び、体操、紙芝居などを
楽しみましょう 対象／未就学児と保護者 ※お車での来所はご遠慮ください
※児童センター共催

身体測定
「おおきくなったね」

12月14日㈭・28日㈭
10時〜11時

内容／身長、体重の計測

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

12月15日㈮、
1月9日㈫
9時30分〜11時30分
14時30分〜16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

対象／未就学児と保護者

専門相談

内容／①おっぱい相談…とき／12月15日㈮ 15時〜16時 相談員／助産師 ②健康相談…とき／12月18日
㈪ 10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医 ③まんま相談…とき／12月21日㈭ 15時〜16時 相
談員／栄養士 対象／①②③ともに未就学児と保護者（児は不在も可）

たんぽぽ広場

12月19日㈫
14時〜15時30分

Shiki City 2017.12

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）

