今月の

日曜納税窓口

取り扱い業務は、市税と国民健康保険
税の納付と納税相談です。
日 時

1月25日㈰ 9時〜15時

場

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

所

問合せ

大宮アルディージャ新年のごあいさつ
大宮アルディージャ
新年のごあいさつ
大宮アルディージャ新年のごあいさつ
大宮アルディージャ
新年のごあいさつ
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、
大宮アルディージャへの温かいご支援・ご声援を
賜り誠にありがとうございました。
Ｊ１リーグ５年目の今年は、
さらなる努力を重ね、
地元の皆

Ⓒ大宮アルディ
大宮アルディージャ

様とともに喜びあえる一年にしたいと思います。より皆様と
の関係を深め、
明るい街づくりに取り組んでまいります。
引き続き、
温かいご声援をお願いいたします。

※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。

大宮アルディージャ 代表

渡邉誠吾

※費用の表示がないものは無料です。

公民館
桜木公民館
3643・5652 6641・6308
「園芸教室」
日時●2月17日㈫ 14時〜15時30分
内容●さくらそう（市の花）の鉢植え
講師●石井 正夫氏（埼玉さくらそう
会副会長）
（先着順）
対象・定員●成人・20人
費用●500円（材料費）
持ち物●エプロン、軍手
申込み・問合せ●1月13日㈫9時から材
料費を添えて、直接同公民館へ。
大宮中部公民館
3641・8955 6641・3929
「フラワーアレンジメント講座」
日時●2月17日㈫・24日㈫ 10時〜11時30分
講師●洞谷 富美代氏（フラワーコー
ディネーター）
（先着順）
対象・定員●成人・20人
費用●2,000円（1回のみ参加は1,000円）
申込み●1月9日㈮9時から費用を添え
て、直接同公民館へ。
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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）
北図書館
3669・6111 6669・6115
えいしゃかい
①冬休み映写会
日時●1月6日㈫ 14時〜
上映作品●『ピーターラビットと仲間たち』
②ノースシネマサロン
日時●1月17日㈯ 14時〜
上映作品●『ベルリン・フィルと子どもたち』
《①・②共通》
会場●プラザノース ユーモアスクエ
ア映写室
（当日先着順）
定員●60人
大宮西部図書館
3664・4946 6667・7715
移動図書館「宝くじ号」カレンダー
1月 〜 2月
1月 2月
時
間
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三橋4丁目自治会館 20 17 15:00〜15:30
ステーション名

木

天沼児童センター
3・6645・7988
「ハイハイサロン」※申込制
日時●1月15日㈭〜3月12日 毎週木曜日
11時〜
内容●親子の仲間作り・うた・スキン
シップあそび等
対象●4か月〜10か月児とその保護者
定員●20組
申込み●電話も可
①
「ハイヨチクラブ」
日時●1月19日㈪から毎週月曜日 11時〜
対象●10か月〜1歳半児とその保護者
②
「ヨチヨチクラブ」
日時●1月14日㈬から毎週水曜日 11時〜
対象●1歳半〜2歳児とその保護者
③
「なかよし広場」
日時●1月16日㈮から毎週金曜日 11時〜
対象●2〜4歳児とその保護者

天沼・三橋児童センター合同子育て支援事業

「げんきであそぼう1･2･3」※自由参加
日時●1月15日㈭から毎週木曜日 11時〜
場所●大宮第2公園 チビッコ広場
内容●集団あそび・スキンシップあそ
び・リズム体操等
対象●2〜4歳児とその保護者
※雨天の場合は中止
三橋児童センター
3・6644・2978
あそびのひろば
①「ラッコ」
日時●1月19日㈪から毎週月曜日
11時〜11時45分
対象●ハイハイまでの乳幼児とその保護者
②「ウサギ」
日時●1月13日㈫から毎週火曜日
11時〜11時45分
対象●ヨチヨチからの幼児とその保護者
③「コアラ」
日時●1月14日㈬から毎週水曜日
11時〜11時45分
対象●２歳児とその保護者
④「パンダ」
日時●1月16日㈮から毎週金曜日
11時〜11時45分
対象●３歳児とその保護者
《①〜④共通》※自由参加
内容●うた・手あそび・親子あそび他
「パパとあそぼう」
日時●1月24日㈯
11時〜11時45分
内容●パラシュートづく
り・うた・親子あそび他
対象●未就園児とその
保護者
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

火

児童センター

④「チビッコ広場」
日時●1月20日㈫ 11時〜
対象●幼児とその保護者
《①〜④共通》※自由参加
内容●うた・手あそび・スキンシップあ
そび・リズム体操等

平 和 台 公 園
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14:40〜15:30
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※雨天の場合は中止します。

高鼻コミュニティセンター
3644・3360 6644・3361
紙人形講座
日時●2月9日㈪ 13時〜17時
内容●千代紙で雛人形を作る
定員●15人（応募者多数の場合は抽せん）
費用●2,000円
（教材費）
申込み・問合せ●往復はがき（1人1通の
み）に講座名、住所（在勤の場合は勤
務地も）
、氏名（ふりがな）
、電話番号
を記入し、1月21日
（水）
（必着）
までに、
〒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
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）

日時

内容

対象

２/４㈬
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21年4/16〜7/22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）

事業名・定員
母親学級
定員 26人（先着順）

両親学級

母 子 保 健

定員 15組（先着順）

離乳食教室
定員 20人（先着順）

むし歯予防教室
定員 各10組（先着順）

申込み
1/8㈭9時から電話で
西区保健センターへ
3620・2700

日時

内容

対象

２/４㈬・18㈬・25㈬
13:30〜16:00（2/18㈬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21年3/23〜7/19の方

1/8㈭〜
電話で。

２/14㈯ 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21年7/19以前の方とその夫

1/14㈬〜
電話で。

２/27㈮ 13:30〜14:50

離乳食について楽しく学ぶ

平成 20 年 9・10 月生まれの赤
ちゃんの保護者

1/20㈫〜
電話で。

２/10㈫ 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19年9月〜平成20年2月生
まれのお子さんとその保護者

1/9㈮〜
電話で。

育児相談（乳児期）

１/29㈭ 9:30〜10:30

育児相談（幼児期）

１/30㈮ 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
月曜日〜金曜日
9:00 〜 16:30
※祝休日を除く

メタボ予防教室
〜食生活改善のコツと、体を動かす楽しさを学んでみませんか？
お野菜を たっぷりおいしく 摂りましょう！
＆ ボールエクササイズとながら運動 編
日 時…１月２１日㈬ 1０時〜１４時４５分
会 場…大宮区保健センター
申込み…1月５日㈪9時〜電話で大宮区保健センターへ

お昼ご飯 楽しくおいしく メタボ予防！
＆ アロマストレッチとながら運動
編
日 時…２月２日㈪ １０時〜１４時４５分
会 場…大宮区保健センター
申込み…1月1３日㈫9時〜電話で大宮区保健センターヘ
1月２１日・２月２日の講座とも、対象は区内にお住まいで次の
①または②の方、定員は合わせて16人です。
①さいたま市国民健康保険特定健康診査を受診し、積極
的支援に該当された方
②メタボ予防に関心がある18〜74歳の方
※簡単な調理実習と試食があります。
※運動実技を行いますので、体調に支障がな
いことをご自身でご確認の上、動きやすい服
装でご参加ください。
※ 上記両講座とも、食事だけ、または運動だけ
の参加もできます。ご相談ください。

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・歯科相談については事前にお問い
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。

妊婦健康診査を受診しましょう
母子健康手帳（別冊）に添付されている受診票を使用すると、
委託医療機関での検査が無料で受けられます。
健（検）診名

対

象

回
数
妊娠初期＝１回
妊娠中期＝２回
妊娠後期＝２回

妊婦一般健康診査

妊婦

子宮頸がん検診※

妊婦

超音波検査

分 べ ん 予 定 日に 1回
35歳以上の妊婦 （妊娠28週以降）

1回（妊婦一般健康診査の
１回目と同時に受診）

ヒト免疫不全ウィルス抗 妊婦
体検査（エイズ検査）
※希望する方のみ

1回

※年度内に市の子宮がん検診を受けた方は除きます。

߽࣍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

1月14日㈬ 10時〜11時30分
1月27日㈫ 14時〜15時30分

場

大宮区保健センター

※時間はいずれも受付時間

O M I YA

2009.1

5

