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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 ７月 ８月

浮谷市営住宅 10:20~10:50

金 10日 ７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

「上弦の月・クレー
ターの観察」

７/26㈰
18：30～19：30
＊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

プラネタリウム 毎週日曜日
15：00～15：45

18歳未満の児童とその保護者
＊上記以外の方も参加可

赤ちゃんサロン 毎週木曜日
10：30～11：30

０～１歳児の赤ちゃんとその
保護者

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
南
部

夏休み子どもチャレンジ
①ビスケットプログラミング
Ａ（１～３年生の部）
Ｂ（４～６年生の部）
②科学教室

①８/４㈫
A10：00~12：00
B13：30～15：30
②８/６㈭　10:00~12:00

①市内在住又は在学の小学生
A 小学１～３年生
B 小学４～６年生
各回15人（抽選）
②市内在住又は在学の小学
生20人（抽選）
※小学１~２年生は保護者
同伴での参加が必要

費用：①500円　②200円
７/１㈬～８㈬（消印有効）に、直接
同公民館へ（往復はがき可）

岩
槻
北
部

中学生ボランティア体験
～サマースクールほくぶの 
ボランティア助手を募集～

８/３㈪、８/４㈫
各回９：00～12：00

区内在住又は在学の中学生
５人(抽選)

7/6㈪～13㈪に、直接同公民館へ
（電話可）

郷土の歴史を学ぶ
～江戸時代の岩槻～

８/25㈫、９/１㈫　(全２回)
10：00～12：00
※９/１㈫は現地見学

市内在住又は在勤の成人
20人(抽選)

７/10㈮～17㈮に、直接同公民館へ
（電話、FAX可）

岩
槻
城
址

パソコン相談サロン ７/21㈫　13：00～16：00
(受付は15：00まで)

市内在住又は在勤でパソコン
初心者の方　10人(先着順) 当日、直接同公民館へ

夏休み子ども公民館
「陶芸教室」 ８/３㈪　13：30～15：30 区内在住又は在学の小学生

12人（抽選）

費用：1,500円
７/８㈬～15㈬（必着）に、直接同公
民館へ（往復はがき、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。

元荒川緑地内に繁茂する外来種「オオブタクサ」を抜き取る作業です。当日、直接集合場所へお越しください。
日 時▶７月５日㈰　９時30分～12時頃 集合場所▶岩槻文化公園　体育館玄関前

持ち物・服装▶帽子、タオル、飲み物、長袖上着、長ズボン　※熱中症予防にご協力お願いします。

除草作業ボランティアを募集します

埼玉県生態系保護協会　岩槻支部　遊馬　Ｔ・Ｆ798・8948問合せ

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
※イベント等に参加する際は、新型コロナウイルス感染予防の徹底をお願いします。
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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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・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。

■7月の岩槻医師会休日当番医� 問合せ　Ｔ798・6600　Ｆ798・6004

5日…岩槻内科胃腸科(内・胃) 本町3－4－18 Ｔ790・1188

12日…はぎ整形外科（整・リウ・リハ）岩槻(江川)6758 Ｔ747・6888

19日…はしもと皮膚科（皮） 南辻20－1 Ｔ876・9009

23日…南平野クリニック（小） 南平野3－32－5 Ｔ756・7281

24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

26日…林整形外科（整・リハ・リウ） 本町3－7－6 Ｔ756・8555

事業名 日　時 内　容 対　象 申込み

母
　
　
子
　
　
保
　
　
健

マタニティクラス ①８/11㈫　９:20～11:45
②８/21㈮　９:55～14:35
※２日で１コース

妊娠中の生活・食事・お口の健康について
のお話、調理実習、ブラッシング実習等

初めて出産をする方で、予定日が
令和２年10月～令和３年２月の方 ７/９㈭から

定員 20人（先着順）

育児学級
８/18㈫　９:45 ～ 11:30 育児についてお友達づくりをしなが

ら楽しく学ぶ
令和２年３月～６月生まれ
の赤ちゃんとその保護者 ７/10㈮から

定員 20組（先着順）

離乳食教室
８/12㈬　13:30 ～ 15:00 離乳食の進め方と赤ちゃんのお口の

ケア
令和２年３・４月生まれの
赤ちゃんの保護者 ７/15㈬から

定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
８/４㈫　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31年３月～令和元年９月生
まれのお子さんとその保護者 ７/16㈭から

定員 12組（先着順）

育児相談　（乳児期） ７/29㈬　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） ７/30㈭　９:30 ～ 10:30 １歳から就学前のお子さん

美園東エリア
出張育児相談 ７/15㈬　９:30 ～ 10:00 乳幼児

７/14㈫12時までに
電話で区保健セン
ターへ定員 20組（先着順）

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
その保護者（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

野菜パクパク元気教室
日 時▶８月25日㈫　10時30分～12時

内 容▶元気になるごはんの話、野菜と仲良くなる工
夫、親子でチャレンジ！（調理実習）

対 象▶市内在住の平成26年４月２日～平成29年４月１
日生まれのお子さんとその保護者

定 員▶ 16組（先着順） 申込み▶７月８日㈬９時から

※初参加の方を優先させていただきます。

食生活改善推進員養成講座 ～私達の健康は私達の手で～
　食生活を見直し、健康づくりの輪を広げる、食生活改
善推進員を養成するための講座を開催します。

１コース ４日間（※2日目以降は入会者のみ受講となります）

※時間は変更となる可能性があります。
※1日目と2日目の間に会員研修へ参加していただきます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

日　時 会　場 内　容
１日目 ８/20㈭ ９:50～15:05 大宮区役所　会議室 講義

会員研修参加期間
２日目 11/５㈭ 10:00～15:10 浦和区役所保健センター 講義
３日目 11/12㈭ ９:50～11:40 与野本町コミュニティセンター 講義・運動実技
４日目 11/19㈭ ９:50～14:40 大宮区役所　会議室 講義・グループワーク

対 象▶市内在住で、食生活改善推進員となって
ボランティア活動ができる方

定 員▶ 70人（先着順）

費 用▶無料（ただし、会員研修への参加には食
材費等の実費がかかります）

申込み・問合せ▶ ７月７日㈫ ９時から、お住まいの区の保健センターへ

日時・会場など▶右表のとおり

※新型コロナウイルスの影響により、中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せへ。
※イベント等に参加する際は、新型コロナウイルス感染予防の徹底をお願いします。


