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※交通事情により訪問予定時刻に到着しない場合があります。雨天の場合
巡回が中止となります。

※駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。
詳しくは、大宮西部図書館（Ｔ664・4946 Ｆ667・7715）へお問い合わせください。
◎図書館ホームページ　https://www.lib.city.saitama.jp/

●移動図書館巡回カレンダー
巡回場所 巡回時間 曜日 2月 3月

浮谷市営住宅 10:20~10:50

金 7日
21日 6日

和土住宅 11:10~11:40
ＪＡ南彩川通支店 13:20~13:50
大戸自治会館 14:00~14:30

児童センター 岩槻児童センター
Ｔ・Ｆ757・4545

事業名 日　時 対　象

屋上スターウオッチング
（金星と冬の大三角）

２/16㈰
18:00~19:00
＊雨天中止

18歳未満の児童とその保
護者
※上記以外の方も参加可

発達相談 ２/５㈬
10:30~12:00

２歳以上の子どもとその
保護者※必ずお子様とお
越しください

赤ちゃんサロン 毎週木曜日
10:30~11:30

１歳までの赤ちゃんとそ
の保護者

第４回岩槻区民展作品募集

申込み▶ ２月15日㈯～３月31日㈫に申込みが必要。募集要項は区内の公民館、コミュ
ニティセンター、ふれあいプラザいわつき、区コミュニティ課で配布。

※岩槻駅東口コミュニティセンターは２月11日㈷まで修繕のため閉館しています。

４月24日㈮～26日㈰の間、岩槻駅東口コミュニティセンター
で開催される「第４回岩槻区民展」の作品を募集します。

さいたま市岩槻美術家協会（友弘）　Ｔ080・5414・4047問合せ

区役所の休日窓口
日 時▶２月23日㈷　８時30分～17時15分

場 所▶全10区役所（支所・市民の窓口を除く）

開設窓口▶ 区民課、支援課、保険年金課、市税の窓口

※区役所等の一部業務を取り扱います。

さいたまコールセンター
Ｔ835･3156　Ｆ827･8656

問合せ

岩槻駅東口図書館再開館のお知らせ
岩槻駅東口図書館は施設修繕のため臨時休館しておりましたが、２月13日㈭に再開館いたします。

岩槻図書館
Ｔ757・2523　Ｆ758・5100

問合せ

岩槻本丸公民館
Ｔ758・3100　Ｆ758・5101
岩槻北部公民館
Ｔ795・1881　Ｆ794・6073

岩槻本町公民館
Ｔ757・6043　Ｆ758・8040
岩槻城址公民館
Ｔ756・7855　Ｆ758・8039

岩槻南部公民館
Ｔ798・7620　Ｆ797・0458

公民館

事業名 日　時 対象・定員 費用・申込み

岩
槻
本
町

介護予防事業/
ガーデニング教室
「春の寄せ植え」

３/6㈮　13:30～15:30 市内在住又は在勤の65歳
以上の方　16人（先着順）

費用：1,000円
２/４㈫～21㈮に、直接同公民館へ（電
話、WEB、FAX可）

介護予防事業/
はじめての藍染め
「おしゃれなストールづくり」

３/11㈬　10:00～12:00 市内在住又は在勤の65歳
以上の方　18人（先着順）

費用：2,400円（フリンジつきは3,000円）
２/５㈬～25㈫に、直接同公民館へ（電
話、WEB、FAX可）

岩
槻
南
部

なんぶ子育てサロン ２/7㈮　10:00～12:00 未就園児とその保護者 当日、直接同公民館へ
染めれば藍色、飲めば薬
「中医学を一緒に学びましょう」 ３/11㈬　10:00～11:30 どなたでも　50人（先着順） ２/19㈬～26㈬（23㈷除く）に、直接同

公民館へ（電話、FAX可）
※申込みの詳細は各公民館へお問い合わせください。費用の記載がない場合は、原則無料です。

岩槻図書館
Ｔ757・2523　Ｆ758・5100

岩槻東部図書館
Ｔ756・6665　Ｆ756・8222

岩槻駅東口図書館 
Ｔ758・3200　Ｆ757・8711図書館

事業名 日　時 対　象 会　場

岩
槻

ひよこちゃんのおはなし会 ２/6㈭　11:30～12:00 幼児とその保護者 岩槻図書館おはなしコーナー
第３土曜日のおはなし会 ２/15㈯　11:00～11:30 幼児・小学生とその保護者 岩槻図書館おはなしコーナー
ちいさなおはなし会 ２/20㈭　11:30～12:00 幼児とその保護者 岩槻図書館おはなしコーナー
あかちゃんおはなし会 ２/28㈮　11:00～11:30 ０～２歳児とその保護者 子育て支援センターいわつき

岩
槻
東
部
おはなし会 ２/19㈬　15:30～16:00 幼児・小学生とその保護者 ふれあいプラザいわつき　会議室1

※２月14日のあかちゃんおはなし会はお休みになります。
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岩槻区保健センターからのお知らせ 岩槻区本町3-2-5
申込み・問合せは

3790・0222
6790・0259
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5

・各事業の申込みは、各指定日9時から電話で受け付けます。区内在住の方が対象です。
・母子保健の各学級の参加は、親子 1組に対し1回のみ。
・相談は電話でも行っています。
会場名がない事業は、岩槻区保健センター（ワッツ東館４階）が会場です。

※受付時間等詳細については、各医療機関に電話でご確認ください。

■2月の岩槻医師会休日当番医 問合せ　Ｔ798・6600　Ｆ798・6004

２日…かみうら耳鼻咽喉科(耳) 本町1－5－3
岩波ビル1階 Ｔ757・2203

９日…やながわ眼科（眼） 仲町1－2－23 Ｔ767・7007 

11日…南平野クリニック（小） 南平野3－32－5 Ｔ756・7281 

16日…岩槻いまい眼科（眼） 岩槻502 Ｔ790・5656

23日…みそのこどもクリニック（小）美園東1－7－15サンシャインプラザ1階 Ｔ797・4152

24日…産婦人科岡田医院（産婦） 城南5－6－10 Ｔ798・2511 

事業名 日　時 内　容 申込み

健康相談（予約制） 随時（土・日曜日、祝・休日
を除く）９:00 ～ 16:30 保健師、管理栄養士、歯科衛生士による健康に関する相談 事前に電話で

区保健センターへ

成
人
保
健

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

産婦・新生児訪問
随時（土・日曜日、
祝・休日を除く）
８:30 ～ 17:15

助産師又は保健師の訪問
による赤ちゃんの体重測定
および育児相談

生後１か月くらいまでの赤ちゃん
とその母親（里帰り出産で期間内
に市内に居住している方も含む）

母子健康手帳別冊に添付の「出生連
絡票」の訪問希望「有」に〇をつけ、
郵送するか電話で区保健センターへ

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

母
　
　
子
　
　
保
　
　
健

離乳食教室
３⊘10㈫　13:30～15:00 離乳食の進め方と赤ちゃんのお口の

ケア
令和元年10・11月生まれの
赤ちゃんの保護者 ２⊘６㈭から

定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
３⊘1₉㈭　10:00～10:45 むし歯になりにくい食生活と歯みが

き方法
平成30年10月～平成31年３月生
まれのお子さんとその保護者 ２/12㈬から

定員 12組（先着順）

育児相談　（乳児期） ２⊘26㈬　９:30～10:30
身長・体重測定、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士などによる育児相談やそ
の他の心配事の相談
持ち物：母子健康手帳、オムツの替え、

バスタオル

1歳未満の赤ちゃん
当日、
直接会場へ

育児相談　（幼児期） ２⊘27㈭　９:30～10:30 1歳から就学前のお子さん

ふれあいプラザいわつき
育児相談 ３/３㈫　９:30～10:00 乳幼児 ２/５㈬から電話で

区保健センターへ
定員 20組（先着順）

麻しん・風しん第２期の
予防接種を受けましょう
「麻しん（はしか）」や「風しん」は、２回予防接種を受け

ることで発症を防ぐ効果が高まります。小学校の入学準
備に２回目の麻しん、風しんワクチンを受けましょう。

今一度、母子健康手帳等で接種状況をご確認ください。

対 象▶ 平成25年４月２日～
平成26年４月１日生まれの方

接種期限▶３月31日㈫まで

※期限を過ぎてからの接種は
全額自費となります。

災害時持出品の中に歯ブラシを
妊娠中・産後の生活のお話や、妊婦体験・沐浴や抱っこ

など赤ちゃんのお世話体験をしていただく教室です。

パパママクラス

日 時▶３月14日㈯　９時15分～12時

対 象▶はじめて出産する方で出産予定日が令和２年
７月末日以前の方とその夫(パートナー)

定 員▶ 1₈組︵先着順︶

持ち物▶母子健康手帳､ 筆記用具

申込み▶２月７日㈮９時から
歯みがき粉

災害時は、避難所生活や水不足など、生活していく上
で衛生上のリスクが高まります。体を清潔に保ち、健康
に留意することが重要です。特に、お口のケアが不十分
だと、むし歯や歯周病、感染症や誤

ご

嚥
えん

性肺炎などを引き
起こす場合もあります。災害時持出しバッグに歯ブラシ
や口腔

くう

ケア用ウェットティッシュなどお口のケア用品
を入れましょう。


