今月の

日曜納税窓口

開催します

高齢者うんどう教室

取り扱い業務は、国民健康保険税とそ
の他の市税の納付と納税相談です。
日 時

日 程

国民健康保険税は
区役所１階 保険年金課
3646・3073 6646・3168
その他の市税は
区役所２階 収納課
3646・3042 6646・3164

※日曜納税窓口は毎月最終日曜日に開設します。
※他の区役所でも開設しています。

会

場

6月 8日㈫
寿能公園
（雨天時：寿能会館）
22日㈫
6月10日㈭ 14時〜
山丸公園
24日㈭ 15時30分 （雨天時：下町明美会館）
6月11日㈮
大平公園
（雨天時：三橋 1 丁目自治会館）
25日㈮

6月27日㈰ 9時〜15時

会場・問合せ

時 間

持ち物●タオル、帽子、飲み 物を持 参。
動きやすい服装で。
問合せ●区高齢介護課3646・3067
6657・1201

߽࣍ơǼǩǕǟǥ½Ǯ¢
ー絵本との出会い、大好きな人と分かち合いの時をー
参加方法

4か月児健康診査の通知に同封の
引換券を持参し、直接、会場へ。

問合せ

区 支 援 課（3646・3061）
子育て支援課（3829・1271）

日
時
会
場
6月15日㈫ 10時〜11時30分 大宮区保健センター
6月20日㈰ 10時〜11時30分

子育て支援センターおおみや

6月22日㈫ 10時〜11時30分 大宮区保健センター
※時間はいずれも受付時間

※費用の表示がないものは無料です。

児童センター

大宮区保健センター共催

天沼児童センター
3・6645・7988
工作ひろば
日時●6月19日㈯・20日㈰ 各14時〜
内容● 父の日スペシャル〜革細工
でペアストラップをつくろう〜
対象・定員●年長児以上の親子・各日
10組
材料費●1組200円
申込み●6月9日㈬から直接及び電話で。
親子一輪車
日時●毎週 土・日曜日
上級者：10時30分〜11時
初級者：11時〜11時30分
内容●一輪車の練習会。初心者には
乗り方をアドバイスします！
対象●年長児以上の親子
持ち物●親子とも上履き
三橋児童センター
3・6644・2978

離乳食講座
日時●7月5日㈪ 11時〜12時
会場●三橋児童センター
対象・定員●0歳児とその保護者・25組
内容●保健センターの栄養士による
離乳食の進め方や必要性のお話し。
申込み●6月14日㈪から直接又は電
話で。（先着順）
※その他の行事は、社会福祉事業団
のホームページからご覧ください。
http://www.saicity-j.or.jp

図書館
大宮図書館
3643・3701 6648・8460
おはなし会
日時●毎週水曜日 15時30分〜
対象●幼児から
（親子可）
大宮西部図書館
3664・4946 6667・7715
移動図書館カレンダー
6月 〜 7月

大成公民館・三橋児童センター共催

持ち物●エプロン・三角巾・ハンカ
チ・うわばき・ふきん
申込み●大成公民館へ。
3663･4927 6651･4082
②親子サロン ※申込み不要
日時●6月10日㈭ 10時〜12時
会場●大成公民館
対象●未就学児とその保護者
内容●『手形・足形とり』を行います。マ
マとのおしゃべりタイムも行います。
持ち物●お手拭き。汚れても良い服
装で。
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木

きん

6月 7月
時
間
8
三橋4丁目自治会館
6 15:00〜15:30
22
ステーション名

火

①父の日のプレゼント！フライパン
で作るパン作り
日時●6月19日㈯ 10時〜11時30分
会場●大成公民館
定員・費用●20人
（先着順）
・300円

平 和 台 公 園

10 8
14:40〜15:30
24 22

※雨天の場合は中止します。詳しくは、大宮西部図書館へ。

北図書館
3669・6111 6669・6115
えいしゃかい
①子ども映写会
日時●6月12日㈯ 14時〜
上映作品●「走れメロス」「たぬきの
糸車」
②ノースシネマサロン
日時●6月26日㈯ 14時〜
上映作品●「モロッコ」

《①・②共通》
会場●プラザノース ユーモアスク
エア映写室
定員●60人
（当日先着順）

高鼻コミュニティセンター
3644・3360 6644・3361
夏休み子どもの茶道講座
日時●7月24日㈯ 14時〜16時
内容●お茶のお点前を体験する
対象●市内在住･在学の小学4年生〜
中学3年生
定員●10人（応募者多数の場合は抽せん）
費用●600円
（お菓子代等）
申込み・問合せ●往復はがき（1人1通
のみ）に講座名、住所、学年、氏
名
（ふりがな）
、電話番号を記入し、
7月10日 ㈯ 必 着 で 〒330-0803 大
宮区高鼻町2-292-1 高鼻コミュニ
ティセンターへ。

大宮工房館
3645・3838 6645・3881
夏休み親子陶芸＆ワイヤークラフト講座
日時●
（各コースとも全3回）
Ａ：7月23日・8月6日・20日
いずれも金曜日 14時〜16時
Ｂ：7月24日・8月7日・21日
いずれも土曜日 10時〜12時
Ｃ：7月24日・8月7日・21日
いずれも土曜日 14時〜16時
内容●皿
（約18㎝）とペン立てを作陶し、
ワイヤークラフトでスタンドを作る。
対象●市内在住・在学の小・中学生と
保護者の組み合せ
定員●各コース12組
（先着順）
費用●1組2,000円
申込み・問合せ●6月5日㈯の10時から
費用をそえて、直接、大宮工房館へ。

大宮区保健センター からのお知らせ

大宮区役所 2F
申込み・問合せは

3646・3100

母 子 申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象です。 成 人 健康相談は電話でも
保 健 各学級の参加は、お一人のお子さんに対し1回のみです。 保 健 行っています。
会場名がない事業は、大宮区保健センターが会場です。
事業名

日時

産婦・新生児訪問
ふたごっちクラブ
（会場：西区保健センター）
定員 ①妊婦10人（先着順）

②親子8組（先着順）

内容

対象

申込み

随時

助産師又は保健師の訪問
による育児相談

生後28日以内の赤ちゃんとその
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○をつけ投函
するか、電話で各区保健センターへ。

７/30㈮
①13:30〜16:00
②14:00〜16:00

① ふ たご 以 上 の 妊 娠・出
産・育児についての講義、
座談会
②交流会、座談会

①ふたご以上を妊娠中の妊婦（出産予定日
が平成22年10/9〜平成23年1/14の方）
②1歳未満のふたご以上の親子（初めて
の参加を優先させていただきます）

6/17㈭9時から電話で
西区保健センターへ。
3620・2700

事業名・定員
母親学級
定員 各26人（先着順）

両親学級
定員 18組（先着順）

母 子 保 健

育児学級
定員 22組
（先着順）

離乳食教室
定員 22人（先着順）

むし歯予防教室
定員 各10組（先着順）

日時

内容

対象

７/14㈬・21㈬・28㈬
13:30〜16:00（7/21㈬は9:30〜13:15）

妊娠・出産・育児などについて友
達づくりをしながら楽しく学ぶ

初めてお産をする方で、出産予定
日が平成22年8/20〜12/16の方

6/15㈫〜
電話で。

７/10㈯ 9:15〜12:00

安心して育児ができるような話や、
赤ちゃんのおふろの入れ方を実習

初めてお産をする方で出産予定日が
平成22年12/16以前の方とその夫

6/9㈬〜
電話で。

７/６㈫ 9:30〜11:20

育児について、お友達づくり
をしながら楽しく学ぶ

平成22年4月1日〜 5月15日生ま
れの赤ちゃんとその保護者

6/11㈮〜
電話で。

７/13㈫ 13:30〜14:50

離乳食について楽しく学ぶ

平 成22年2月・3月生 まれ の 赤
ちゃんの保護者

6/14㈪〜
電話で。

７/20㈫ ①11:00〜11:45
②14:00〜14:45

むし歯予防のために規則的な
食生活や正しい歯みがき習慣
を身につける

平 成21年2月〜7月生まれ のお
子さんとその保護者

6/18㈮〜
電話で。

育児相談（乳児期）

６/29㈫ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

６/30㈬ 9:30〜10:30

成人保健

事業名
健康相談

6646・3169

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心配ごと
の相談

日時
月〜金曜日 9:00 〜 16:30
※祝休日を除く

申込み

当日、直接会場へ。
持ち物：
母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

1歳未満の赤ちゃん
1歳〜就学前のお子さん

内容

申込み

保健師、管理栄養士、歯科衛生士
による個別の健康相談

直接、保健センターへ。
栄養・歯科相談は事前にお問い合せください。
※健康手帳をお持ちの方は持参してください。

ヘルシーファミリー学級

親子で食育

日 時…７月１０日㈯ １４時〜１５時３０分
対 象…区内在住でH21.10.11〜H22.2.10生まれ
の乳児とその父母
定 員…１５組
内 容…お父さん編：メタボ予防のお話と赤ちゃん体操
お母さん編：栄養のお話「家族の健康を食事から考えてみましょ
う」
（お母さん編では簡単な試食があります）
※託児はありません。お子さんはお父さんと一緒に過ごしていただきます。
申込み…６月８日㈫９時から電話で大宮区保健センターへ。

〜はじめてでも簡単！親子で楽しくキャラ弁づくり〜

6月4日〜 10日は「平成22年度 歯の衛生週間」です
だ

しっかりかんで唾液を出しましょう！
唾液は口・歯の病気を防いでくれる大切なもの。

日 時…7月27日㈫ １３時30分〜１５時
対象・定員…市内に在住の3〜5歳児と
その保護者12組
内 容…楽しく食べるために（講義）
試食程度の簡単キャラクターおにぎり作り
申込み…6月17日㈭９時から電話で大宮区保健セン
ターへ。
か

― 広げよう 「噛む」から始まる 健康づくり −

かみ癖などにも要注意！
かみ癖（いつも同じところでかん

唾液を増やすには、何よりもまずしっかりかんで食べるこ でいる等）、歯ぎしり、くいしばりな
とが重要です。ところが、現代人のかむ回数

どがあると、一部の歯や歯ぐきに強

は昭和初期と比べて半分以下と減少していま

い力が加わり、次第に歯がすり減っ

す。

たり、顎 を傷めるといったさまざま

一口につき30回かむ事を目標にしましょう！

あご

1歳6か月児（フッ素塗布2回）
3歳児
40歳以上の方
を対象に歯科健診を実施しており
ます。
ぜひご利用ください。

な問題が生じてきます。
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