新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントなどが中止・延期となる場合があります。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページなどをご覧ください。

（４８７）
４６１１ 6０４８
（４７６）
７２２２
▼西原ふれあいセンター ☎０４８
開館時間／9時～22時

幸町3-4-70（健康増進センター２階）

（４７１）
０５７３
▼郷土資料館 ☎・6０４８
開館時間／9時30分～16時30分

休館日／月曜日

中宗岡3-1-2

₇月号

2020

（４７４）
５４１１
▼旧村山快哉堂 ☎０４８
開館日／金・土・日・月曜日、7月23日㈭

中宗岡5-1

▼指定文化財の公開 生涯学習課 内線３１４３

国指定重要有形民俗文化財
志木の田子山富士塚

とき／7月4日㈯・6日㈪・9日㈭・12日㈰・15日㈬・18日㈯・23日㈭・26日㈰・29日㈬、8月1日㈯・4日㈫・
7日㈮・10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） ☎048（471）0049
※説明ガイドを希望する場合は、ご連絡ください

おしらせ版

開館時間／10時～16時

（４７５）
００１１ 6０４８
（４７５）
００１４
▼総合福祉センター ☎０４８
利用時間／8時30分～22時、7月12日㈰は18時～22時

上宗岡1-5-1

（４７３）
７５６９ 6０４８
（４８７）
６７６５
▼福祉センター ☎０４８
開所時間／9時～16時30分

休所日／7月12日㈰

上宗岡1-5-1（総合福祉センター2階）

（４７６）
４１２２ 6０４８
（４７６）
４０００
▼第二福祉センター ☎０４８
開館時間／9時～16時30分

柏町3-5-1

▼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

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

開所時間／8時30分～17時15分

開所時間／8時30分～17時15分

担当地区／柏町

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

（４８５）
２１１３ 6０４８
（２３５）
７８４２
せせらぎ ☎０４８

休所日／日曜日、祝休日

▼高齢者あんしん相談センター

本町2-10-50

（４８５）
５６１０ 6０４８
（４８５）
５６１１
館・幸町 ☎０４８

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

（４８６）
５１９９ 6０４８
（４７６）
４０００
柏の杜 ☎０４８

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

（４８６）
０００３ 6０４８
（４８６）
４０８７
ブロン ☎０４８

担当地区／宗岡北圏域（宗岡中学校区）

中宗岡1-19-51

（４８５）
５０２０ 6０４８
（４８５）
５０２１
あきがせ ☎０４８

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

「広報しき」
音訳 CD の貸出

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、市政情報課（第3庁舎）、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／市政情報課 内線2014
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新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントなどが中止・延期となる場合があります。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページなどをご覧ください。

（４７２）
９３２１ 6０４８
（４７２）
９３２２
▼宗岡公民館 ☎０４８
利用時間／9時～22時（図書室

科学あそび
「おっと音の実験」
テレ朝出前講座

9時30分～17時)

休館日／図書室のみ7月31日㈮

中宗岡4-16-11

7月26日㈰
14時〜16時

内容／おっと音の実験だ〜エコーマイクをつくろう〜 対象／小学生
定員／20人（先着順） 持ち物／鉛筆、はさみ、セロテープ、油性カラーペン
申込み／7月24日㈮までに電話か来館

8月6日㈭
14時〜16時

内容／クイズで学ぼう ! テレビ番組作り 対象／小学5・6年生 定員／20人（先
着順） 持ち物／筆記用具 申込み／8月4日㈫までに電話か来館

（４７５）
００１３ 6０４８
（４７５）
００１４
▼宗岡第二公民館 ☎０４８

利用時間／9時～22時(図書室 9時30分～17時)、7月12日㈰は18時～22時 休館日／図書室のみ7月12日㈰・31日㈮
上宗岡1-5-1（総合福祉センター1階（図書室は３階））

志木おもちゃクリニック

8月1日㈯
〈受付〉13時30分〜15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

（４７３）
８６２１
▼ふれあい館「もくせい」 ☎０４８
利用時間／9時～17時

館1-4-1（志木第四小学校北校舎内）

（４８７）
２００４ 6０４８
（４８７）
２０３９
▼柳瀬川図書館 ☎０４８

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、7月31日㈮
館2-6-14 ※入館に際しての注意事項については、市立図書館ホームページをご覧ください

（４７１）
１４７８
▼いろは遊学図書館 ☎０４８

（４７１）
１８６３
6０４８

開館時間／9時30分～19時 休館日／月曜日、7月31日㈮
本町1-10-1
※開館時間の変更、入館に際しての注意事項については、市立図書館ホームページをご覧ください

（４７４）
７６６６
▼市民体育館 ☎０４８

（４７６）
９３０３
6０４８

開館時間／8時30分～22時 休館日／8月3日㈪
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 ミ ー

Tomy ジャム
テック＆プレビュー
（ダンスエクササイズ）
祝日プログラム！

7月10日㈮・17日㈮
19時15分〜19時45分

内容／素敵な音楽に動きやすいダンステイストなエクササイズをみんなで楽し
みましょう! 対象／どなたでも 定員／12人 参加費（1回）／300円
講師／Tomy
（フィットネスインストラクター） 申込み／直接

7月23日㈭・24日㈮
※スケジュールは2週間前に
発表

内容／ハッピー&ジョイフラ、カラダ元気体操、ズンバ、リラックス夜ヨガ、
いきいきヨガ、Tomy ジャム 対象／どなたでも 定員／各プログラム12人
参加費（1回）／各プログラム300円 申込み／直接

（４７３）
４３６０
▼秋ケ瀬スポーツセンター ☎・6０４８

開所時間／8時30分～21時 ※7月1日より屋内施設の利用を一部条件を付けて再開します 詳しくは施設にお問い合わせくだ
上宗岡4-25-46 ※宿泊については、当面の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため利用を中止します
さい

▼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
※7月1日より屋外施設の利用を一部条件を付けて再開します 詳しくは施設にお問い合わせください

▼市民会館

（４７４）
３０３０ 6０４８
（４７６）
２５２６
パルシティ ☎０４８

開館時間／8時30分～22時 休館日／7月6日㈪
本町1-11-50 http://www.sbs.or.jp/
しゅんぷうていいち の すけ

落語
「春風亭一之輔の
ドッサりまわるぜ2020」
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9月6日㈰
昼公演：12時30分開演
夜公演：16時開演

※駐車場も終日利用できません

内容／8回目を迎える、春風亭一之輔らくごDE全国ツアー 今年も元気いっぱ
いに笑いと感動をお届けします チケット／3,700円（全席指定・税込） ※未
就学児入場不可 チケット発売／7月11日㈯ ※新型コロナウイルス感染予防
のため、席の間隔を空けて販売します ※ご来場の際は、マスクの着用、検温
のご協力をお願いします

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントなどが中止・延期となる場合があります。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページなどをご覧ください。

▼子育て支援センター「めばえ」
おたんじょう会

7月20日㈪
10時〜10時30分

内容／誕生日のお祝いをします ささやかなプレゼントを用意しますので、事
前に予約をしてください 対象／7月生まれの未就園児とその家族
定員／なし（誕生児でなくても参加可） 申込み／7月15日㈬までに電話か来所

身体測定

7月27日㈪・28日㈫
10時〜11時30分

内容／身長と体重の測定をします こちらで測定カードを用意しているので毎
月持って来てください 対象／未就園児と保護者 申込み／不要、直接会場へ

園庭開放

7月29日㈬
10時〜11時

内容／館第二すぎのこ保育園の園庭を開放します（雨天中止）
対象／未就園児と保護者 持ち物／飲み物、必要であれば着替えなど

（４８６）
５５１１
▼児童発達相談センター「すきっぷ」 ☎０４８
利用時間／8時30分～17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3階）

小児科医師による
発達相談

月3回（予約制）

内容／小児科医師による個別の発達相談（1人50分程度）
対象／児童と保護者 申込み／電話か来所で、日時を問合せのうえ予約

巡回発達相談

7月9日㈭
10時〜11時30分

ところ／子育て支援センター「めばえ」 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／公認心理師 対象／未就学児と保護者
申込み／不要、直接会場へ

おひさま広場

とき／7月13日㈪・29日㈬ 9時30分〜11時 7月22日㈬、
8月5日㈬ 14時〜15時30分
内容／親子遊び、発達相談 担当／公認心理師、言語聴覚士、作業療法士が日替わりで対応します
対象／発達が気になる未就学児と保護者 申込み／不要

（４８５）
３１００ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼児童センター ☎０４８

利用時間／9時～17時 ※7月13日㈪は15時～17時、8月3日㈪は13時～17時 休館日／7月12日㈰
上宗岡1-5-1（総合福祉センター3階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_shiki_center/

七夕週間

7月1日㈬〜7日㈫

内容／短冊に願い事を書いて飾ろう 対象／幼児〜18歳未満の子
（幼児は保護
者同伴） ※宗岡子育て支援センター共催

チャレンジタイム

8月1日㈯から17日㈪までの
火・木曜日を除く毎日

内容／ゲームにチャレンジし、記録を掲示、表彰します
対象／小学生〜18歳未満

（４７３) ３８１１ 6０４８
（４７６) ７２２２
▼健康増進センター ☎０４８
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 ☎048
（476）7333
※妊娠届については、祝休日を除く第2・4土曜日（9時～17時）も受付します(健康増進センターの電話は通じません)
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日以内の産婦 利用回数／２回

おっぱいケア訪問（随時） 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
※申込みは、産後80日まで（それ以降は、ご相談ください）

①7月14日㈫ ②7月28日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

3か月児健診

離乳食教室（ゴックン期） ①7月14日㈫ ②7月28日㈫

内容／問診、身体計測、診察など
対象／①令和2年2月出生児 ②令和2年3月出生児
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の7月対象児の日程が異なっています
内容／離乳食の進め方について講話、相談 対象／①令和2年2月出生児 ②令和
2年3月出生児 ※3か月児健診と同時開催（参加希望者は当日お申し出ください）

9か月児健診

①7月8日㈬ ②7月22日㈬
③8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／①令和元年8月出生児 ②令和元年9月出生児 ③令和元年10月出生児
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の7月対象児の日程が異なっています

1歳6か月児健診

①7月7日㈫ ②7月21日㈫
③8月4日㈫
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察など
対象／①平成30年11月出生児 ②平成30年12月出生児 ③平成31年1月出生児
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の7月対象児の日程が異なっています

３歳児健診

①7月15日㈬ ②7月29日㈬
〈受付〉13時10分〜14時

内容／問診、身体計測、診察、歯科診察など
対象／①平成29年2月出生児 ②平成29年3月出生児
※新型コロナウイルス感染症の影響により、本来の7月対象児の日程が異なっています

パパママ学級

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）

7月11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など 定員／10組
申込み／7月10日㈮までに健康増進センターへ

（４７１）
１２９７ 6０４８
（４７１）
１２５２
▼いろは遊学館 ☎０４８
利用時間／9時～22時

休館日／月曜日

本町1-10-1
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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）。

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、イベントなどが中止・延期となる場合があります。
詳しくは、各施設にお問い合わせいただくか、市ホームページなどをご覧ください。

イベントカレンダー
QR コード

は「子育て情報」です。

（４８６）
６８８８ 6０４８
（４７２）
５２５１
▼いろは子育て支援センター「にこまある」 ☎０４８

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） https://nicomaaru.com/
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
※利用時間など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

にこにこお母さん講座

7月20日㈪
10時30分〜11時30分

内容／おうちにいながらオンラインで臨床心理士のお話が聞けます 子どもと
の接し方やストレスの発散方法などお話しませんか? ※ログイン方法などは、
参加者に個別にお知らせします 対象／未就学児と保護者 定員／8人
まち だ

み

か

講師／町田 美佳さん（臨床心理士） 申込み／7月13日㈪までに電話か来館

（４７２）
７１１２
▼西原子育て支援センター「まんまある」 ☎・6０４８

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） https://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
※利用時間など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

世代間交流事業
おやこひろば・
さんまあるカフェ

とき／7月10日㈮・17日㈮・31日㈮、8月7日㈮ 10時30分〜14時30分 ところ／ふれあい館「もくせい」
（志
木第四小学校北校舎内） 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
※詳しくはセンターホームページをご覧ください
※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

7月18日㈯
14時30分〜15時30分
〈受付〉14時〜14時30分

内容／ふれあいあそび、わらべうた、座談会ほか
対象／はいはい前の乳児と保護者

ぱぱまある

7月19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
※ママと子どもの参加も可

小児科医子育て相談

7月27日㈪
10時30分〜11時30分
〈受付〉9時30分〜10時30分

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

対象／未就学児と保護者

なかむら たかし

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

（４８５）
３１０２ 6０４８
（４８７）
７５３３
▼宗岡子育て支援センター「ぽけっと」 ☎０４８
利用時間／9時～17時 ※7月13日㈪は15時～17時、8月3日㈪は13時～17時 休館日／7月12日㈰
上宗岡1-5-1
（総合福祉センター３階） http://www.shiki-syakyo.or.jp/kd_kd/kd_muneoka_center/
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
※時間や利用方法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
①おっぱい相談…とき／7月14日㈫ 15時〜16時 相談員／助産師
②まんま相談…とき／7月16日㈭ 15時〜16時 相談員／栄養士 対象／未就学児と保護者（子は不在も可）

専門相談
お誕生手形の日
「かわいいおてて」
ふんすいタイム

7月17日㈮・8月4日㈫
10時〜11時30分
15時〜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

8月4日㈫から27日㈭までの
火・木曜日
11時〜11時10分

内容／テラスでお水にふれましょう 対象／未就学児と保護者
※詳細はお問い合わせください ※天候不良により、中止の場合があります
※児童センター共催

（４４５２）
１５３８
▼子育て支援センター「ぷちまある」 ☎０８０
利用時間／10時～15時 休所日／土・日曜日、祝休日、7月6日㈪
本町1-11-50(市民会館内） https://puchimaaru.com/

ぷち子育て相談

7月16日㈭
10時30分〜11時30分

内容／子どもの健康面や発育について相談できます 対象／未就学児と保護者
講師／中村 敬さん（小児科医） 持ち物／母子健康手帳（必要な人のみ）

ぷち栄養相談

7月30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

（４２３）
６６７５
▼子育て支援センター「めばえ」 ☎０４８
利用時間／9時～16時 休所日／土・日曜日、祝休日
館2-6-15
（館第二すぎのこ保育園2階） http://suginoko-niiza.jp

親子リトミック
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とき／7月8日㈬ 10時〜10時30分 内容／親子でピアノや音楽のリズムに合わせて楽しく体を動かして遊びます
こ ばやし りょう こ

対象／1歳半〜3歳の子と保護者 定員／8組 講師／小林 良 子さん（リトミックインストラクター ( ベビー・キッ
ズ）） 申込み／7月1日㈬から電話 ( 受付時間 :9時30分〜）

