▼第二福祉センター ☎（４７６）４１２２ 6（４７６）４０００
開館時間／9時〜16時30分

※日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません

柏町3‑5‑1

歌声ひろば

とき／10月18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 ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

とき／10月30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／10月22日㈪までに直接または電話・FAXで

楽しく健康づくり
「元気ダンス !」

とき／10月31日㈬ 13時30分〜14時45分 内容／懐かしい音楽で楽しむ笑顔あふれるダンス 運動不足も
解消します 対象／市内在住の65歳以上の人または福祉センター利用資格のある人 定員／20人
くろいわ なお と

ま ゆみ

講師／黒岩 直登さん・黒岩 眞弓さん（介護予防ダンス協会1級ゼネラルアドバイザー） 申込み／10月23日㈫
までに直接または電話・FAXで

開所時間／8時30分〜17時15分

遺言・相続の基礎知識
「相続争いを防ぐには」

休所日／日曜日、祝休日

担当地区／本町

本町2‑10‑50
みずしま としひこ

とき／10月17日㈬ 10時30分〜12時 ところ／ルストホフ志木２階 内容／水島 俊彦弁護士（埼玉弁護士会
所属）をお迎えして、遺言・相続について、法律の概要、相続をめぐる紛争を防止する方法について解説します
対象／市内在住の人 申込み／不要

▼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

認知症サポーター・フォロー
アップ講座 Vol.2

ブロン ☎（４８６）０００３ 6（４８６）４０８７

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）

とき／10月16日㈫ 13時30分〜15時30分
（雨天決行） ところ／志木ナーシングホーム（柏町1‑6‑74）
内容／認知症サポーター・フォローアップ講座と「命の声かけ訓練」を志木の里周辺で行います 対象／認知症
サポーター養成講座受講者 申込み／10月12日㈮までに電話で ※歩きやすい服装でご参加ください

▼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

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

とき／10月15日㈪ 14時〜16時 ところ／コープ幸町店コープルーム 内容／自分の健康のこと、家族のこと、
近隣のことなどの相談を保健師、薬剤師、社会福祉士、介護支援専門員がお聞きします 持ち物／薬の相談の際
はお薬手帳 定員／20人 申込み／10月11日㈭までに電話または来所で

なんでも相談会

▼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
中宗岡1‑19‑61

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）

10月3日㈬、11月7日㈬
13時〜15時

ところ／旧八幡亭 内容／歌を歌ったり、会話を楽しんだりします
対象／認知症の人やご家族、地域にお住まいの人など 参加費／200円

もの忘れカフェ
「きんもくせい」

10月19日㈮、11月16日㈮
14時〜15時30分

ところ／志木すだち 内容／折り紙を作ったり、歌を歌ったり、楽しいイベン
トが盛りだくさん 手作りおやつもあります 対象／認知症の人やご家族、地
域にお住まいの人など 参加費／100円

認知症カフェ
「ほっこり処せせらぎ」

10月25日㈭、11月22日㈭
13時〜14時

ところ／和彩空間ときわすれ 内容／お茶をいただきながら、専門職による相
談も伺います 対象／認知症の人やご家族など 参加費／100円

八幡亭サロン

▼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
中宗岡3‑25‑10

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）

あんしん相談センター
ミニ講座

とき／10月11日㈭ 14時〜15時15分 ところ／志木瑞穂の森（中宗岡3-16-53） 内容／「できることからは
じめたい！健康長寿の食生活」〜あなたのお味噌汁を塩分チェック！〜 定員／30人 参加費／無料
講師／小林さん（市健康増進センター管理栄養士） 申込み／事前に電話で

ヤオコー無料出張相談会

とき／10月16日㈫ 10時〜11時30分 ところ／ヤオコー志木宗岡店 内容／高齢者に関するさまざまな相
談に応じます 看護師による健康チェック（血圧測定）も行います お買い物の際にお気軽にお寄りください
対象／どなたでも

「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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▼高齢者あんしん相談センター

10月号

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

（４７６）
９３０３
6

開館時間／8時30分〜22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／10月4日㈭・8日㈪・28日㈰、11月2日㈮ 10時〜、14時30分〜 ②10月13日㈯・19日㈮・23日㈫、
11月7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)、320円
（その他の人）

▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6（４７３) ４３６０

開館時間／8時30分〜21時 ※10月7日㈰は、市民体育祭のためすべての施設
（屋内・屋外）が利用できません
上宗岡4‑25‑46 ※宿泊については、随時、秋ケ瀬スポーツセンター窓口で受付を行っています

▼秋ケ瀬総合運動場・運動公園

利用時間／6時〜19時 ※パークゴルフ場は9時からの利用となります ※10月7日㈰は、市民体育祭のためすべての施設（屋内・屋外）が利用できません

▼市民会館

パルシティ ☎（４７４) ３０３０ 6（４７６) ２５２６

開館時間／8時30分〜22時

映画
「インクレディブル・
ファミリー」

本町1‑11‑50 http://www.sbs.or.jp/

とき／10月28日㈰ ①10時45分 ②14時上映開始 ※開場は各回上映30分前 内容／「トイ・ストーリー」
をはじめ、さまざまな世界をファンタジーワールドに変えて世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメー
ション・スタジオの長編20作目の超大作、「インクレディブル・ファミリー」をホールで上映 愛すべきヒーロー
家族の物語が幕を開ける! チケット／全席自由 大人1,000円、こども800円（3歳以上中学生以下・3歳未満
ひざ上無料） 好評発売中！

▼ふれあいプラザ ☎（４８６) １０００ 6（４８６) １５００
開館時間／10時〜22時

はじめての
アラビアンダンス講座

本町5‑26‑1（フォーシーズンズ志木ビル8階）

10月〜12月の第2・4木曜日
（全6回） 11時〜12時

内容／全身のストレッチを取り入れたアラビアンダンスで楽しみながら健康的
な体型作りを目指しましょう! 対象／どなたでも 受講料／1回500円

▼西原ふれあいセンター ☎（４８７) ４６１１ 6（４７６) ７２２２
開館時間／９時〜22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／9時30分〜16時30分 休館日／月曜日
（10月8日は開館）、10月9日㈫・23日㈫
※まが玉作り教室…毎週土曜日（10時、13時受付）

中宗岡3‑1‑2

▼旧村山快哉堂 ☎（４７４）５４１１
開館時間／10時〜16時

開館日／金・土・日・月曜日

中宗岡5‑1

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３
埼玉県指定文化財
田子山富士塚

とき／10月11日㈭・14日㈰・17日㈬・20日㈯・23日㈫・26日㈮・29日㈪、11月1日㈭・3日㈯・4日㈰・7日㈬・9
日㈮ 10時〜15時 内容／富士塚に登り見学できます ※天候や塚の状態によって、公開が中止になる場合があります
問合せ／田子山富士保存会（志木市商工会館内） ☎（471）0049 ※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

▼総合福祉センター ☎（４７５）００１１ 6（４７５）００１４
利用時間／8時30分〜22時

休館日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1
そ せい

とき／11月9日㈮ 13時30分〜16時30分 内容／心肺蘇生法・AEDの使用方法など
対象／一般成人 持ち物／汗拭きタオル、飲み物、動きやすい服装・靴 定員／30人（先着順）
申込み／10月1日㈪から19日㈮まで電話か窓口
（受付時間：9時〜17時） ※宗岡第二公民館共催

普通救命講習
（Ⅰ）

▼福祉センター ☎（４７３）７５６９ 6（４８７）６７６５
開館時間／9時〜16時30分

みんなで歌っていっぱい健康
〜認知症予防のための音楽療法〜
楽しく健康づくり
「元気ダンス！」

休所日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター2階）

とき／10月25日㈭ 11時〜12時15分 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
みましょう 対象／市内在住の65歳以上の人、福祉センタ―利用資格のある人 定員／25人
うり た

しゅう こ

講師／瓜田 修子さん（ピアノ弾き） 申込み／10月17日㈬までに直接または電話・FAXで
とき／11月14日㈬ 13時45分〜15時 内容／懐かしい音楽で楽しむ笑顔あふれるダンス 運動不足も解消します
くろいわ なお と

ま ゆみ

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 定員／20人 講師／黒岩 直登さん・黒岩 眞弓
さん（介護予防ダンス協会１級ゼネラルアドバイザー） 申込み／11月6日㈫までに直接または電話・FAXで
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▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時〜22時(図書室

パソコン講座
「ファイルとフォルダーの
整理」
( 全1回 )
赤ちゃんと絵本のふれあい
フリーマーケット
パソコン講座
「年賀状作成」
（全２回）

9時30分〜17時)

休館日／図書室は10月31日㈬休室

中宗岡4‑16‑11

10月20日㈯
13時30分〜16時30分

内容／パソコン内の整理 対象／一般成人 定員／12人 ( 先着順）
持ち物／筆記用具、USB メモリ、パソコン持ち込み可能
申込み／10月19日㈮までに電話か来館で

10月24日㈬
11時15分〜11時30分

内容／赤ちゃん絵本のよみきかせ

10月27日㈯
10時〜13時

内容／フリーマーケット、模擬店、図書リサイクル
※出店商品がなくなり次第、順次終了 雨天時は館内で実施

11月17日㈯・18日㈰
13時30分〜16時30分

内容／年賀状の文面作成及び画像挿入、ソフトによる宛名書き
対象／一般成人 定員／12人 ( 先着順） 持ち物／筆記用具、USB メモリ
申込み／10月10日㈬から電話か来館で

対象／0〜2歳児と保護者

申込み／不要

▼宗岡第二公民館 ☎（４７５）００１３ 6（４７５) ００１４

利用時間／9時〜22時(図書室 9時30分〜17時) 休館日／11月4日㈰、図書室のみ10月31日㈬も休室
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター1階（図書室は３階））

赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日
15時〜15時20分

内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
申込み／不要、直接図書室へ

えほんであそぼ

毎週木曜日
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生
申込み／不要、直接図書室へ

11月11日㈰
10時〜12時

内容／ワインの基礎知識について学びます 対象／一般成人
定員／24人（先着順） 参加費／800円 申込み／10月6日㈯から28日㈰まで
に参加費を添えて窓口（受付時間：9時〜17時）へ

酒ライフを楽しむ
〜ワイン初級編〜

▼ふれあい館「もくせい」 ☎（４７３) ８６２１
利用時間／1階…9時〜17時

2階…土・日曜日、祝休日

9時30分〜16時30分

館1‑4‑1
（志木第四小学校北校舎内）

吹奏楽の調べと楽器の紹介

10月7日㈰
10時30分〜11時45分

内容／楽器を知って音を楽しむ
申込み／不要

スポーツ吹き矢体験会

10月14日㈰
10時30分〜12時

内容／スポーツ吹き矢体験 対象／60歳以上
申込み／10月11日㈭までに電話か来館で

囲碁教室

10月20日㈯、11月10日㈯
10時30分〜12時

内容／初心者向け囲碁教室 対象／小学生 定員／5〜6人
申込み／各開催日の3日前までに電話か来館で

ハロウィンパーティー

10月27日㈯
13時30分〜15時

内容／みんなで仮装してパーティー 対象／幼稚園児〜小学生（幼児は保護者
同伴） 定員／30人程度 参加費／500円
（菓子・飲物代含む）
申込み／10月20日㈯までに電話か来館で

11月10日㈯
10時30分〜12時

内容／アロマクリーム作り 対象／小学生〜大人 定員／10人程度
参加費／500円 申込み／11月7日㈬までに電話か来館で

メディカルアロマ講座

対象／小学生〜大人

定員／30人程度

定員／20人

▼柳瀬川図書館 ☎（４８７) ２００４ 6（４８７) ２０３９
利用時間／火〜金曜日 9時30分〜19時 土・日曜日、祝休日
館2‑6‑14
休館日／月曜日（10月8日を除く）
、10月31日㈬

9時30分〜18時

赤ちゃんのえほんのじかん

10月6日㈯・17日㈬、11月3日㈯
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

おはなし会

10月6日㈯、11月3日㈯
15時〜15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歳くらい〜大人 申込み／不要

えほんのじかん

10月13日㈯・20日㈯・27日㈯
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／3歳くらい〜小学生

（４７１）
１８６３
6

開館時間／9時30分〜19時 ※10月12日㈮〜14日㈰、11月2日㈮〜4日㈰は17時閉館
本町1‑10‑1
※10月8日㈪は館内清掃のため休館

11

申込み／不要

休館日／月曜日、10月31日㈬

おもしろクラブ

10月6日㈯
11時〜11時30分

よみきかせ

とき／10月16日㈫・18日㈭・23日㈫・25日㈭・30日㈫、11月1日㈭・6日㈫・8日㈭ 13時30分〜13時45分
内容／絵本のよみきかせ、いろいろな絵本の紹介 対象／3歳くらい〜小学生
※4月から、曜日と時間が変わりました

赤ちゃんのよみきかせ

10月20日㈯
11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

おはなし会

10月27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)
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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

対象／保護者同伴の0〜2歳児

▼児童センター
ハロウィン週間

10月25日㈭〜31日㈬
随時

内容／ハロウィンにちなんだプラバンや工作、ボディシールなどを楽しみま
しょう 対象／未就学児から18歳未満（未就学児は保護者同伴）
※詳細はお問い合わせください

なかよしランド第６回
｢アスレチックランド｣

11月6日㈫・7日㈬
10時30分〜11時30分

内容／身体を使って楽しめる遊具で遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

▼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

幸町3‑4‑70

妊娠届出に関する問合せ／しきっ子あんしん子育てサポート専用電話 ☎（476）7333
※妊娠届出については、祝休日を除く第2・4土曜日（9時〜17時）も受付します（健康増進センターへの電話は通じません）

３か月児健診
離乳食教室
（ゴックン期）

９か月児健診

１歳６か月児健診
３歳児健診・フッ化物塗布

10月23日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
10月23日㈫
14時10分〜、14時40分〜

内容／問診、身体計測、診察など
対象／平成30年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／平成30年6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） ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

10月3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12月出生児

11月7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30年1月出生児

10月2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29年3月出生児

11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29年4月出生児

10月24日㈬
〈受付〉13時10分〜14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27年6月出生児

離乳食教室
（モグモグ期）

10月16日㈫
10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、試食、相談、身体計測 対象／平成30
年3月・4月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

離乳食教室
（カミカミ期）

10月17日㈬
10時〜11時30分

内容／離乳食の進め方について講話、歯のミニ講話、試食、相談、身体計測 対象
／平成30年1月・2月出生児 ※対象月以外の人は、電話で健康増進センターへ

第1回：11月3日㈯
9時30分〜12時

内容／講話「パパママになる準備・お産の準備と経過」、パパになる人の妊婦体験、赤
ちゃんが生まれたら必要な手続き 申込み／11月2日㈮までに健康増進センターへ

第2回：11月9日㈮
9時30分〜14時

内容／妊娠中の栄養、貧血予防の調理実習、妊娠中の歯科衛生 参加費／1人
500円（食材費など） 申込み／11月2日㈮までに健康増進センターへ

第3回：11月23日㈮
9時30分〜12時

内容／赤ちゃんのおふろ、ネオパパ講座 ※ネオパパ講座は、乳児を持つパパ
も参加できます 申込み／11月22日㈭までに健康増進センターへ

パパママ学級
ネオパパ講座

対象／市内在住で、原則として
はじめて出産する人 ( パパにな
る人も大歓迎。いずれか１回だ
けの参加も可能です )

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／9時〜22時 ※10月12日㈮〜14日㈰、11月2日㈮〜4日㈰は17時閉館 休館日／月曜日 ※10月8日㈪は館内清掃のため休館 ※10月
本町1‑10‑1
11日㈭〜14日㈰はいろはふれあい祭りのため、10月31日㈬午後〜11月4日㈰は市民文化祭のため通常の施設予約はできません

〜地元でも できるんですね
自分磨き〜
キャリアデザイン・ゼミ
「自炊・整理収納編」

とき／①10月27日㈯ 10時〜14時 ②11月17日㈯ 10時〜12時30分 内容／①ハウス食品グループ本社
（株）社員に学ぶ ! スパイスを使った本格チキンカレー作り（初心者歓迎！）＆ 食×カラダ メンテナンス講座
②整理収納士に学ぶ ! くらし & ビジネスに役立つ整理収納レッスン 対象／18歳以上の男女（高校生・社会人可）
※対象を広げました 定員／各回20人
（先着順） 参加費／①500円 ②無料 持ち物／筆記用具、お茶など飲
み物、①のみエプロン、三角巾、布巾、手拭タオルも 申込み／電話、メールまたは来館で ※メールの場合、
氏名、年齢、電話番号を明記 ※各回とも、講師の先生に、仕事のこと・キャリアのことを質問できます

応援しよう
赤ちゃんファミリー

11月8日㈭
10時〜11時30分

家事家計講習会

とき／11月8日㈭ 10時〜12時 内容／家計簿をつけて数字の見える生活、健康を意識した食事（机上講習）、
スッキリと暮らすためのヒント 対象／一般成人 定員／15人 参加費／300円 持ち物／筆記用具
保育／あり（先着順、1歳から就学前、着替え持参） 申込み／10月16日㈫までに電話か来館で

ママ♡サプリ
〜ママが元気になる
処方箋〜（全４回）

11月22日㈭・29日㈭、
12月13日㈭・20日㈭
10時〜12時

内容／親子体操でリフレッシュ
※皆さん気軽にお越しください

対象／0歳児とその家族

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／1歳から未就学児の保護者 定員／12組 保育／あり
申込み／10月2日㈫から11月1日㈭までに電話か来館

▼宗岡公民館 ☎（４７２）９３２１ 6（４７２）９３２２
利用時間／9時〜22時(図書室

よみきかせ
初心者のための
パソコン個別指導
人形劇公演
人形劇団
「あかおに」

9時30分〜17時)

休館日／図書室は10月31日㈬休室

とき／毎週金曜日（10月26日は休み） 15時30分〜16時
内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から
第1・2・3土曜日
10時〜12時
10月20日㈯
13時30分〜14時30分
（13時開場）

第1・3水曜日

中宗岡4‑16‑11
11時15分〜11時45分

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

内容／「ニャーンといったのはだれ」、
「一寸法師」
対象／幼児、児童〜一般成人 申込み／不要
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▼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 ※10月22日㈪は15時〜17時 休館日／11月4日㈰
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター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

対象別広場
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①10月16日㈫ 14時〜15時 内容／自由あそび、保護者同士の交流や情報交換 対象／①0歳の子と保護者
②10月18日㈭ 14時〜15時 （兄弟姉妹児の参加可） ②1歳の子と保護者（兄弟姉妹児の参加可）

みんなであそぼ

10月17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／みんなでヨーイドン ! 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

10月19日㈮、
11月6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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」
親子講座
「リトミック」

10月29日㈪
10時30分〜11時30分

内容／親子でリトミックを体験しましょう 対象／1歳以上の歩行が可能な子と
さ はら けい こ

保護者 講師／佐原 圭子さん 定員／10組（先着順） 兄弟児の保育／2人（先着
順） 申込み／10月15日㈪から19日㈮までに電話か来所で

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 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
下宗岡2‑15‑46
（志木どろんこ保育園内） http://www.doronko.biz/nursery/shiki.php

寺親屋

10月12日㈮
10時〜11時30分

内容／消防署職員による救命講習

自然食堂

10月17日㈬・24日㈬・31日
㈬、11月7日㈬
10時〜12時

内容／17日 : きのこチャウダー 24日 : 大学芋 31日 : スイートパンプキン
11月7日 : うどん作り 対象／どなたでも 持ち物／スプーン、フォーク、飲
み物 参加費／一家族200円

芸術学校

10月19日㈮
10時30分〜11時30分

内容／絵の具であそぼう

自然学校

10月26日㈮、
11月2日㈮
10時〜11時

内容／26日 : どんぐり探し
対象／どなたでも

対象／どなたでも

対象／どなたでも
11月2日 : お散歩へ行こう

▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０（４４５２）１５３８

利用時間／火〜木曜日 10時〜15時 対象／０歳から未就学児の子どもとその家族 内容／赤ちゃんのこと、ママのことなど
本町5‑17‑66(プラウドシティ志木本町1階） http://puchimaaru.com/
をいっしょにお話しするスペースです

ぷち栄養相談

10月25日㈭
10時30分〜11時30分

内容／離乳食のこと、食事に関する悩みなどを栄養士に相談できます
対象／未就学児と保護者

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

8時30分〜17時15分

休館日／土・日曜日、祝休日

おひさま広場

とき／10月10日㈬ 9時30分〜11時 10月16日㈫ 9時30分〜11時 10月19日㈮ 14時〜15時30分
10月24日㈬ 9時30分〜11時 10月29日㈪ 14時〜15時30分 11月6日㈫ 9時30分〜11時
内容／親子遊び、発達相談 ※臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士のいずれかの専門スタッフが対応します（詳
細は、チラシまたは市ホームページにてご確認ください） 対象／未就学児と保護者 申込み／不要

巡回発達相談

とき／10月22日㈪ 10時〜11時30分 ところ／いろは子育て支援センター「にこまある」
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 担当／言語聴覚士
対象／未就学児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

言語聴覚士、
作業療法士による
親子遊びとミニ講話

とき／10月31日㈬ 10時〜11時30分 内容／子どもの発達を促す遊びとミニ講話
対象／1歳6か月以降の未就学児と保護者 定員／10組（申込みが多数の場合は抽選）
申込み／10月19日㈮までに、直接または電話で

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／９時〜17時 ※10月22日㈪は15時〜17時
※コマ・けん玉検定…随時受付

わくわくタイム
児セビクス
「おばけのバケちゃま」
なかよしランド第５回
｢ダンボールあそび｣
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上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

Shiki City 2018.10

休館日／11月4日㈰

上宗岡1‑5‑1（総合福祉センター3階）

休館日を除く毎週月曜日
16時〜16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

学校休業日・休館日を除く平日
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
※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

10月16日㈫・17日㈬
10時30分〜11時30分

内容／ダンボールトンネルやハウスで遊びましょう ダンボール工作もあります
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

対象／未就学児と保護者

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
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

すこやか相談
ランチで食育
（離乳食）

9時30分〜16時30分

10月5日㈮、11月9日㈮
10時〜11時30分

第2・4土曜日

9時30分〜15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、午後は個別で相
談できます（午後のみ予約制）

とき／10月9日㈫・16日㈫・23日㈫ 10時40分〜11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／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未就園児と保護者 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

クーポンランチ
（幼児食）

とき／10月11日㈭・12日㈮・18日㈭・19日㈮・25日㈭・26日㈮、11月8日㈭・9日㈮ 10時40分〜11時30分
内容／保育園の給食の体験試食と食事アドバイス 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

赤ちゃん広場

10月22日㈪
14時30分〜15時30分

内容／赤ちゃんとママのスキンシップあそび
対象／はいはいする前の赤ちゃんと保護者

お父さん広場

10月27日㈯
10時〜11時

内容／親子のふれあい遊びや布遊び
対象／お父さんと未就学児 ※お母さんとお子さんの利用も可

にこにこあそぼう会

10月31日㈬
10時〜11時

小児科医師相談

11月6日㈫
10時〜11時

ところ／いろは保育園園庭 内容／体操や運動あそびほか
（かけっこ以上ができる子）と保護者 ※いろは保育園共催

対象／未就園児

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/
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

保健相談

10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 ※親子（母子）健康手帳をお持ちください ※健康増進センター共催

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

10月12日㈮・19日㈮・26日
㈮、11月2日㈮
10時30分〜14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

10月19日㈮
14時30分〜15時45分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／赤ちゃん絵本の紹介、ふれあいあそび、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

10月20日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／作ってあそぼう、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

おでかけまんまある
とことこタイム

10月22日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉10時〜10時30分

ところ／西原ふれあいセンター ( 健康増進センター2階） 内容／運動会気分を
楽しもう、ふれあいあそびほか 対象／2歳以上の歩いたり走ることが楽しい
時期の子どもと保護者

よちよちタイム

10月26日㈮ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜10時

内容／リズムを感じるあそび、ふれあいあそびほか
対象／2歳未満の歩くことができる子どもと保護者

▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎（４８５）３１０２ 6（４８７）７５３３
利用時間／9時〜17時 ※10月22日㈪は15時〜17時 休館日／11月4日㈰
上宗岡1‑5‑1
（総合福祉センター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」
ミニミニ講座
志木おもちゃクリニック
身体測定
「おおきくなったね」
専門相談

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
対象／未就学児と家族 参加費／一家族50円 ※色紙を1枚お渡しします

とき／①10月4日㈭ 11時30分〜11時50分 ②11月1日㈭ 11時〜11時50分
内容／①絵かきうた ②食の安心安全 対象／未就学児と保護者
10月6日㈯、
11月3日㈯
〈受付〉13時30分〜15時
10月11日㈭・25日㈭、11月
8日㈭ 10時〜11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
内容／身長、体重の計測

対象／未就学児と保護者

内容／①健康相談…とき／10月15日㈪ 10時30分〜11時30分 相談員／小児科専門医 ②まんま相談…と
き／10月18日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 ③おっぱい相談…とき／10月19日㈮ 15時〜16時 相
談員／助産師 ④保健相談…とき／10月25日㈭ 10時〜11時30分 相談員／保健師 対象／①〜④ともに
未就学児と保護者（児は不在も可）
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