▼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

休館日／12月27日㈭～1月4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／12月10日㈪・13日㈭・16日㈰・19日㈬・22日㈯・25日㈫・28日㈮・31日㈪、1月1日㈫・2日㈬・3日㈭・8
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

復興支援すまいるバザー

※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館

12月8日㈯
10時〜13時

2018

休館日／12月29日㈯～1月3日㈭

上宗岡1-5-1

内容／チャリティーバザー、北海道物産展 対象／どなたでも
※バザーの収益は義援金として全額被災地へ送られます

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

休所日／12月29日㈯～1月3日㈭

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

おしらせ版

利用時間／8時30分～22時

₁₂月号

▼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16日㈰・29日㈯～1月3日㈭
柏町3-5-1
※12月28日㈮、日曜日、祝休日は、お風呂の利用はできません
ゆい

パフォーマンス楽団「結」
12月クリスマス公演
リフレッシュ体操

12月6日㈭
13時30分〜15時

内容／大道芸、玉すだれ、太鼓、笛、歌、ピアノのライブ 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

とき／12月19日㈬ 13時30分〜15時 内容／心とカラダをほぐす体操 対象／市内在住の65歳以上の人、福祉セン
ながさか

ゆ か

ター利用資格のある人 講師／長 坂 由加さん 定員／40人 申込み／12月12日㈬までに電話、FAXまたは来所

歌声ひろば

とき／12月20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 ※演奏はボランティアの皆さんです

カーレット大会

とき／12月26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18日㈫までに電話、FAXまたは来所

▼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

▼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

開所時間／8時30分～17時15分
中宗岡1-19-61

本町2-10-50

担当地区／柏町

柏町3-5-1（第二福祉センター内）

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

担当地区／本町

柏の杜 ☎（４８６）５１９９ 6（４７６）４０００

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／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／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）

12月5日㈬、1月9日㈬
13時〜15時

ところ／旧八幡亭 内容／歌をうたったり、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」

12月21日㈮、1月18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、歌をうたったり、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」

12月27日㈭、1月24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）

「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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▼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 9時30分～18時 休館日／月曜日（12月24日を除く）、12
館2-6-14
月28日㈮～1月3日㈭ ※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

赤ちゃんのえほんのじかん

12月1日㈯・19日㈬、1月5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

12月1日㈯、1月5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歳ぐらい〜大人 申込み／不要

えほんのじかん

12月8日㈯・15日㈯・22日㈯
11時〜11時30分

内容／おすすめ絵本のよみきかせ
対象／3歳ぐらい〜小学生 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24日を除く）、12月28日㈮～1月3日㈭
本町1-10-1
※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

おもしろクラブ

12月1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

おはなし会

12月8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)

よみきかせ

12月11日 ㈫・13日 ㈭・18
日㈫・20日㈭、1月10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

赤ちゃんのよみきかせ

12月15日㈯ 11時〜11時30分

内容／絵本のよみきかせ

冬のおはなし会

12月22日㈯
1部:10時30分〜10時50分
2部:11時〜11時30分

内容／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!

▼市民体育館 ☎（４７４) ７６６６

対象／保護者同伴の0〜2歳児

（４７６）９３０３
6

開館時間／8時30分～22時 休館日／12月3日㈪・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1日㈯・12日㈬・16日㈰、1月5日㈯ 10時〜、14時30分〜 ②12月4日㈫・7日㈮・20日㈭、1月13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（中学生除く） 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 ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉所 休業日／12月3日㈪・29日㈯～1月3日㈭
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～17時

テニスオムニコート改修の
お知らせ（利用不可）

休業日／12月3日㈪・29日㈯～1月3日㈭

11月上旬から
1月末まで（予定）

▼市民会館

※パークゴルフ場は9時からの利用となります

オムニコート改修のため、11月上旬から1月末まで利用できません
（工事期間は後日決定）詳細は施設にお問い合わせください

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3日㈪・29日
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/
㈯～1月3日㈭ ※駐車場も終日利用できません

舞台
『芸人と兵隊』
公開ゲネプロ公演

とき／2月2日㈯ 14時30分開場 15時開演 出演／村井 國夫、柴田 理恵ほか 内容／舞台の公開ゲネプロ
※公開ゲネプロとは、舞台上で本番どおりの衣装、進行で行われる公開リハーサルです
チケット／500円（全席自由・税込） 12月8日㈯発売 ※未就学児入場不可 ※客席に機材、関係者席が配置
されるため、一部お座りいただけない席があります

落語
「小朝・たい平二人会」

とき／3月9日㈯ 13時30分開場 14時開演 内容／鮮やかな語り口で観客を魅了する小朝師匠と、サービス
精神あふれる芸風のたい平師匠の顔合わせです ファン待望の落語会、お腹を抱えて笑ってください
チケット／3,600円（全席指定・税込） 12月8日㈯発売 ※未就学児入場不可

▼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

まが玉作り教室
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休館日／月曜日（12月24日を除く）、12月25日㈫・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

対象／小学生以上

定員／午前・午後各20人

申込み／不要

中宗岡3-1-2

▼健康増進センター
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

1月9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3月出生児

12月4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5月出生児

1月8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6月出生児

12月12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8月出生児

離乳食教室 ( モグモグ期 )

12月18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5月・6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 )

12月19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

▼いろは遊学館 ☎（４７１）１２９７ 6（４７１）１２５２

利用時間／9時～22時 ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館 休館日／月曜日、12月29日㈯～1月3日㈭・14日㈪
本町1-10-1
※12月1日㈯午後～12月2日㈰夜間は市民まつりのため施設予約できません

～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
「シューズ測定体験＆先輩社会人
との座談会・アロマテラピー編」

とき／①12月8日㈯ 13時〜15時30分 ②12月15日㈯ 13時〜15時 内容／①㈱丸井スタッフによる
シューズ測定体験&市職員・保育園・子育て支援NPO法人スタッフ・丸井スタッフとの座談会 ②もちもちお
肌に!クレイアロマパックと吸入体験 対象／①②18歳以上の男女（高校生・社会人可） ※対象年齢を広げま
した 定員／各回20人（先着順） 参加費／①無料 ②500円 持ち物／筆記用具、お茶など飲み物、②のみフェ
イスタオル1枚、ビニール袋1枚 申込み／電話、メールまたは来館 ※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・キャリアについて質問できます
さい き

冬休み子ども教室
シリーズお宝発見講座・2回
（順延）
（全５回講座）

とも み

とき／12月26日㈬ 10時〜12時 内容／ソフト粘土で来年の干支「イノシシ」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15日㈯までに電話か来館
※申込み多数の場合は抽選 ※汚れてもよい服装で
とき／1月13日㈰ 13時30分〜16時（13時30分いろは遊学館集合） 内容／市内のカッパ像を巡りオリジナ
ル地図を作製します 講師／志木のまち案内人の会会員 対象／小学生以上 定員／20人
持ち物／筆記用具、手帳（メモ用） 申込み／12月1日㈯から1月9日㈬までに電話か来館
とき／1月19日㈯ 9時30分〜12時 内容／七宝焼きでペンダントとブローチを作成します 対象／一般成人 定員／15
人（先着順） 参加費／1,000円 持ち物／筆記用具、手拭タオル 申込み／12月11日㈫から1月6日㈰までに電話か来館

しっぽう

七宝焼き教室

▼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3日㈪・29日㈯～1月3日㈭、
中宗岡4-16-11
図書室は12月17日㈪・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

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
こども広場
「冬休み映画会」
生活講座
み そ
「こだわりの手作り味噌」

毎週金曜日 15時30分〜16時
第1・3水曜日 11時15分〜11時45分

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）

12月21日㈮
15時30分〜16時

内容／絵本のよみきかせ、紙しばいなど

12月22日㈯
10時〜11時

内容／「アンパンマンとばいきんまん」、
「アンパンマンまじょのくにへ」、
「ジャ
ングル大帝 赤い翼」 対象／幼児、小学生

対象／幼児から
対象／一般成人

対象／幼児、小学生

とき／1月26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／
20人（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（で
たる

きあがり約2kg、5ℓポリ樽 木蓋付き） 申込み／12月10日㈪から1月19日㈯までに参加費を添えて来館

▼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) ※12月28日㈮、1月4日㈮は17時閉館 休館日／12月29日㈯～1月3日㈭ 図書室は12月17日㈪・28
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））
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

赤ちゃんのえほんであそぼ

毎週木曜日（12月20日は除く） 内容／絵本のよみきかせ 対象／乳幼児と保護者
15時〜15時20分
※当日、直接図書室（総合福祉センター3階）へお越しください

えほんであそぼ

毎週木曜日（12月20日は除く） 内容／絵本のよみきかせ 対象／幼児から小学生（幼児は保護者同伴）
15時30分〜16時
※当日、直接図書室（総合福祉センター3階）へお越しください

冬のえいが会

12月19日㈬
14時〜15時

内容／おしりたんてい 対象／どなたでも
※未就学児は保護者同伴 ※総合福祉センター、児童センター共催

よみきかせ
クリスマススペシャル

12月20日㈭
14時〜15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／どなたでも（乳幼児は保護者同伴）

書初め練習会

とき／12月27日㈭ ①13時〜14時30分 ②14時45分〜16時15分 内容／書道サークル珠光会による冬休みの
書初めの宿題の指導 対象／①小学3・4年生 ②小学5・6年生 定員／各回15人（先着順）
持ち物／習字道具、書初め用紙、お手本 申込み／12月10日㈪から19日㈬までに電話か来館

じゅこうかい

▼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
館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

吹奏楽の調べ

12月23日㈰
10時30分〜11時45分

9時30分～16時30分

休館日／12月27日㈭～1月5日㈯

内容／オール志木ウィンドによる演奏（ユーフォ＆チューバ、木管、トランペット、
サックスアンサンブル） 対象／小学生以上 定員／30人程度 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 ※12月10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3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

身体測定
「おおきくなったね」
ミニミニ講座

12月13日㈭・27日㈭、
1月10日㈭ 10時〜11時

内容／身長、体重の計測

1月9日㈬ 11時30分〜11時50分

内容／手洗いのすすめ

対象／未就学児と保護者

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

自然食堂

12月12日㈬・19日㈬・26日
㈬、1月9日㈬
10時〜12時

内容／12日 : すいとん 19日 : クリスマスクッキング 26日 : お正月料理
1月9日 : もち料理 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

寺親屋

12月14日㈮ 11時〜11時30分

内容／0歳から5歳までのおすすめ絵本紹介

芸術学校

12月21日㈮
10時30分〜11時30分

内容／スノードーム作り 対象／どなたでも
持ち物／お好きな空きビン1つ ※スノードームの器に使用します

自然学校

12月28日㈮、1月4日㈮
10時〜11時

内容／28日 : 親子ダンス

対象／どなたでも

1月4日 : お正月遊び

対象／どなたでも

▼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 休所日／1月1日㈫～3日㈭ 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
本町1-11-50(市民会館内） ※12月から市民会館内で実施 http://puchimaaru.com/
のことなどをいっしょにお話しするスペースです

ぷち栄養相談

12月20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
上宗岡1-5-1
（総合福祉センター3階）

休館日／土・日曜日、祝休日、12月29日㈯～1月3日㈭

とき／①12月13日㈭ ②12月17日㈪ ③12月21日㈮ ④12月27日㈭ ⑤1月7日㈪ ①③は9時30分〜11時 ②④
⑤は14時〜15時30分 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、チラシやホームページでご確認ください） 対象／未就学児と保護者 申込み／不要

おひさま広場

▼児童センター ☎（４８５）３１００ 6（４８７）７５３３

利用時間／9時～17時 ※12月10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3日㈭
上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階） ※コマ・けん玉検定…随時受付
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 対象／未就学児と保護者
※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
｢くるまであそぼ！｣

12月11日㈫・12日㈬
10時30分〜11時30分

内容／大きい車、小さい車、いろんな車で遊びましょう
対象／未就学児と保護者 ※宗岡子育て支援センター共催

冬休みチャレンジ会
～こま相撲児セ場所～

12月20日㈭〜1月9日㈬
11時〜、15時〜

内容／こま相撲で横綱を目指そう

お正月あそび週間

1月4日㈮〜9日㈬

内容／昔遊びやお正月遊びを自由に楽しめます
対象／未就学児〜18歳未満（未就学児は保護者同伴）

移動児童センター

1月9日㈬
14時〜16時

ところ／宗岡第三小学校体育館 内容／センターの遊具や玩具、簡単工作（ぶ
んぶんごま）などを持って会場に出向きます 対象／小・中学生

わくわくタイム
児セビクス
「おばけのバケちゃま」

対象／小学生〜18歳未満

▼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㈭

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
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12月11日㈫
〈受付〉13時10分〜14時
12月11日㈫
14時10分〜、14時40分〜
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30年8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） ※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、診察など
対象／平成30年2月出生児

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31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

9時30分～15時30分

パパと絵本であそぼう

12月8日㈯
11時30分〜

内容／よみきかせボランティア
「パパリーディング」による絵本でスキンシップ
あそび 対象／未就学児と保護者

ランチで食育（離乳食）

とき／12月11日㈫・18日㈫・25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／離乳食の後期食が食べられる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

12月13日 ㈭・14日 ㈮・20
日㈭・21日㈮・27日㈭・28
クーポンランチ（幼児食）
日㈮
11時〜11時50分
12月17日㈪
11時30分〜

よみきかせ
お父さん広場

内容／保育園の給食の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
内容／よみきかせボランティア「さんさん」による、手遊びと絵本のよみきかせ
対象／未就学児と保護者

12月22日㈯ 10時〜11時
〈受付〉9時30分〜

内容／パパといっしょにあそぼう
対象／未就学児とお父さん ※お母さんとお子さんの利用も可

▼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31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

内容／ゴスペルや耳なじみのある曲を楽しく歌います

ゴスペル
ミニコンサート

12月10日㈪
10時45分〜11時

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

とき／12月14日㈮・21日㈮、1月11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

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自由にあそべます
対象／未就学児と保護者 ※毎月20日前後に実施しています

ウクレレ
ミニコンサート

12月21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

対象／未就学児と保護者

じゅ げ

む

出演／ゴスペルサークル寿限無

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

管理栄養士 栄養相談

12月25日㈫
14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

対象／未就学児と保護者 講師／堤 ちはるさん（管理栄養士）
※あそびの広場で気軽に相談できます

簡単おやつ

12月26日㈬
10時30分〜11時
〈受付〉9時30分〜10時30分

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19日㈬までに電話または直接 ※西原保育園共催

1月9日㈬
10時〜11時30分

保健相談

つつみ

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10日㈪は15時～17時 休館日／12月29日㈯～1月3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」

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

お誕生手形の日
「かわいいおてて」

12月14日㈮、1月8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

対象別広場
①たんぽぽ広場
②ちゅうりっぷ広場

①12月18日㈫
②12月20日㈭
どちらも14時〜15時

みんなであそぼ

12月19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／クリスマスジングルベルなど 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

専門相談

①12月17日㈪ 10時〜11時30分
②12月20日㈭ 15時〜16時
③12月21日㈮ 15時〜16時

①内容／健康相談 相談員／小児科専門医 ②内容／まんま相談 相談員／栄
養士 ③おっぱい相談 相談員／助産師 対象／①②③ともに未就学児と保護
者（児は不在も可）

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
（兄弟児の参加可） ②1歳の子と保護者（兄弟児の参加可）
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