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※費用の表示がないものは無料です。　※事業は中止・変更になる場合があります。

大宮南公民館
3641・4980　6641・3958
子育てセミナー／ぷれひよこ学級２
日時●10月19日・26日㈪（全2回）　10時
～11時30分

内容●読み聞かせ、手遊び、親子ビクス
対象●1歳3か月までの乳児とその保護者
定員●10組（先着順）
申込み●9月15日㈫9時から、直接又は電
話で、同公民館へ。

天沼児童センター
3・6645・7988
子育て支援事業
①0さい ひろば
日時●9月10日～の毎週木曜日　
対象●4か月以上の乳児とその保護者
②1さい ひろば
日時●9月9日～の毎週水曜日
対象●1歳以上の幼児とその保護者
③2さい以上 ひろば
日時●9月11日～の毎週金曜日
対象●2歳以上の未就園児とその保護者
【①～③共通】
日時●祝休日を除く11時～11時20分
内容●スキンシップあそびほか
三橋児童センター　
3・6644・2978
あそびのひろば
①ラッコグループ
日時●9月7日～12月7日の毎週月曜日
　11時～11時30分（祝日を除く）
対象●0歳児とその保護者
②うさぎグループ
日時●9月8日～12月8日の毎週火曜日
　11時～11時30分（祝日を除く）
対象●1歳児とその保護者
③コアラグループ
日時●9月9日～12月9日の毎週水曜日
　11時～11時40分
対象●2歳以上の幼児とその保護者
【①～③共通】

内容●親子ふれあい遊びなど
離乳食講座
日時●10月1日㈭　10時30分～11時30分
内容●離乳食期の食事について
対象●離乳食期の乳児とその保護者
定員●15組（先着順）
申込み●9月3日㈭10時から、直接又は
電話で、同センターへ。

※その他の行事は、社会福祉事業団の
ホームページをご確認ください。

　http://www.saicity-j.or.jp/

大宮図書館
3643・3701　6648・8460
にちようびのおはなし会
日時●毎週日曜日（20日を除く）11時～
11時30分

対象●3歳～小学2年生とその保護者
あかちゃんおはなし会
日時●9月9日・23日㈬　11時～11時30分
対象●0～2歳児とその保護者
定員●15組（先着順）
申込み●9月5日㈯９時から、直接又は
電話で、同図書館へ。
ぬいぐるみのおとまり会
日時●9月20日㈰・21日㈷　11時～12時
定員●5名（先着順）
申込み●9月3日㈭９時から、直接又は
電話で、同図書館へ。
大宮の絵馬を知る
～「大宮の絵馬展」を事例に～
日時●9月26日㈯　14時～15時30分
対象●市内在住、在勤又は在学で、18
歳以上の方

定員●20人（抽選）
申込み●9月12日㈯20時30分までに、
大宮図書館ホームページ「イベント申
し込みフォーム」より
大人の朗読会
日時●10月10日㈯　14時～15時30分
対象●市内在住、在勤又は在学で、18
歳以上の方

定員●20人（抽選）
申込み●9月25日㈮20時30分までに、

大宮図書館ホームページ「イベント申
し込みフォーム」より
副業からはじめる起業入門セミナー
日時●10月24日㈯　14時～16時
定員●20名（先着順）
申込み●9月21日㈷9時から、直接又は
電話で、同図書館へ。

※その他の行事は図書館のホームページ
をご確認ください。

　https://www.lib.city.saitama.jp/

3644・3360　6644・3361
着付け＆礼法講座
日時●10月3日～17日の毎週土曜日（全
3回）　13時30分～15時30分

対象●市内在住、在勤又は在学で、18
歳以上の女性

定員●15人（抽選）　
費用●1,000円
申込み●9月15日㈫までに、往復はがき
で、住所・氏名・電話番号を〒330‒0803
大宮区高鼻町2‒292‒１高鼻コミュニ
ティセンター「着付け＆礼法講座」係へ。

3648・1177　6648・1311
能入門講座
日時●10月1日～11月5日の毎週木曜日
（10月8日を除く、全5回）　14時～16時
対象●市内在住、在勤又は在学で、18
歳以上の方

定員●10人（抽選）　
費用●1,000円
申込み●9月8日㈫までに、往復はが
きで、住所・氏名・電話番号を〒330-
0803大宮区高鼻町2-262-1氷川の杜
文化館「能入門講座」係へ。

児童センター

公民館

図書館

氷川の杜文化館

高鼻コミュニティセンター

移動図書館カレンダー ～9月 10月

ステーション名 9月 10月 時　　間

火 三橋四丁目自治会館 8 6
20 15:00～15:30

※雨天の場合は中止します。詳しくは、大宮西部図書館
　（Ｔ 664・4946　Ｆ 667・7715）へ。

あなたは、震災時生き残れますか？

　最近、様々な地域イベントが中止や延
期となり、今後もそのような状況が継続
されると、地域やご近所の方との交流が
途絶えてしまう可能性が高くなります。
震災時にはよく「自助」「共助」と言われるように、地域やご近所の方と
の「共助」が生き残りに非常に重要になります。地域やご近所の方とのコ
ミュニティは、一度疎遠になると再構築が難しいものです。そのため、
地域のイベントは、コロナウイルス感染拡大防止策を図り、十分な注意
を払って開催・参加して、コミュニティを維持することが大切ではない
でしょうか。 （文責:さいたま市防災アドバイザー大宮区連絡会）

防災コラム　災害に備えよう！ 30

国勢調査にご協力ください国勢調査にご協力ください
　10月1日を基準日として全国一斉に国勢調査が実

施されます。

　今回の調査は新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、調査員が9月14日㈪から全戸のポストに調査

票を投函します。

　国勢調査の概要については、市報11ページをご

覧ください。なお、回答にあたりご不明な点がござ

いましたら区総務課へ。

問合せ●区総務課　Ｔ646・3014　Ｆ646・3160
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事業名 日時 内容 対象 申込み

産婦・新生児訪問
随時
※土・日・祝休日・年末年始
（12/29～1/3）は除く

助産師又は保健師の訪問
による育児相談

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○をつけ郵送
するか、電話で、区保健センターへ。

母子健康手帳の交付
妊娠・出産包括支援センター（保健センター内）では母子健康手帳の交付、妊娠・出産・育児の相談をお受けしています。
※大宮駅支所窓口に母子保健相談員が出張しています。9月の出張日：4日㈮、11日㈮、18日㈮、25日㈮
持ち物、時間などの詳細はホームページなどでご確認ください。 妊娠出産包括支援センター　大宮駅支所

大宮区保健センターからのお知らせ 大宮区役所 4階
申込み・問合せは

3646・3100
6646・3169

申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象です。
各学級の参加は、１人のお子さんに対し1回のみです。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

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・定員 日時 内容 対象 申込み

母
子
保
健

育児学級
10/15㈭

 ①13:30～14:15
 ②15:00～15:45

育児について学び、遊びを通
して親子のふれ合いを深める

令和2年7・8月生まれの
赤ちゃんとその保護者

9/9㈬～
電話又はファクスで。定員 各12組（先着順）

離乳食教室
10/14㈬

 ①13:30～14:15
 ②15:00～15:45

離乳食の進め方とお口のケア
について

令和2年5・6月生まれの
赤ちゃんの保護者

9/11㈮～
電話又はファクスで。定員 各13人（先着順）

むし歯予防教室
10/８㈭

 ① 9:45～10:15
 ②11:00～11:30

むし歯予防のために規則的な
食生活や歯みがき習慣を学ぶ

令和元年5～11月生まれの
お子さんとその保護者

9/10㈭～
電話又はファクスで。定員 各7組（先着順）

育児相談（乳児期）  ① 9:00
９/29㈫ ②10:00

 ③11:00 身長・体重測定、保健師・管理
栄養士・歯科衛生士による育児
相談やその他心配ごとの相談

1歳未満の赤ちゃん

9/7㈪～前日までに、
電話又はファクスで。

定員 各8人（先着順）

育児相談（幼児期）  ① 9:00
９/30㈬ ②10:00

 ③11:00
1歳～就学前のお子さん

定員 各8人（先着順）

ボディメイク００３８いつもの買い物で美尻に！？体幹ウォーキング
日　時…10月29日㈭　9時30分～12時（受付9時15分）
対　象…区内在住で、50歳～74歳の方　　定　員…12人（先着順）
申込み…9月15日㈫9時から、電話又はファクスで、区保健センターへ。
※動きやすい服装、運動靴でお越しください。　※体調に支障がないことをご自身でご確認ください。

事業名 日時 内容 対象 申込み

体組成測定
 ① 9:30～10:00

10/12㈪
②10:30～11:00
③11:30～12:00
④13:30～14:00

体組成計で筋肉量や筋肉バラ
ンス、脂肪量を測定して健康づ
くりに活用する

18歳以上の方
※妊娠中の方、ペースメーカーなど体
内機器を装着されている方は不可

9/7㈪～
電話又はファクスで。

定員 各10人（先着順）

成
人
保
健

9月は健康増進普及月間です がん検診を受けましょう
　大宮区民は、ヘルスプラン21によるとH

ヘモグロビンエーワンシー

bA1cの値が高い傾向
にあります。HbA1cは過去1～2か月の平均的な血糖の状態がわ
かる値で糖尿病と密接に関係しています。糖尿病は自覚症状がな
く気付かないうちに進行し、様々な合併症を引き起こす病気です。

　がん検診の目的は、がんを早期発見し、適切な治療を
行うことでがんによる死亡を減少させることです。
　早期のがんは症状がないことが多いため、検診を受診
し「がん」を早期に発見して治療することが大切です。

※対象年齢、受診方法など詳しくは

　以上のことを意識して、できることから始めてみましょう。

・摂取エネルギー量をとりすぎない
・運動をする
・アルコールをとりすぎない
・たばこを吸わない
・野菜や大豆製品、海藻、きのこなどを多くとる

さいたま市　がん検診等のご案内

定期的に健康診査を受ける
ことが大切なあなたとご家
族の健康を守ります

※新型コロナウイルスの影響により、事業の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先へ。
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