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■①…要予約　■⑪…受付時間　■②…対象　■③…場所　■④…内容　■⑤…持ち物　■⑥…定員
■■⑩…主催　　■⑨…そのほか　 …バス水谷コース　 …バス鶴瀬コース

問合せ／健康増進センター 2049‒252‒3771 049‒255‒3321
※聴覚障がいの方はファックスでお申し込みください。

子育て健康ガイド

■①　パパママ
準備教室

1日目
12月 6日㈯
 9:30～15:30

②初めての出産を
平成27年3･4月
に迎えるご夫婦
③針ケ谷コミュニティセンター
⑥ 15組（申込順）

⑪9:20～9:30　④赤ちゃんの環境と衣類、ビデオ上映、先輩
パパママに聞いてみよう、歯の健康とブラッシング、出産後
の家族計画、出産前後に利用できる制度、パパの妊婦体験
⑤母子健康手帳、筆記用具、歯ブラシ（ご夫婦各自）、手鏡、昼食

2日目
平成27年
 1月15日㈭
 9:30～15:30

⑪9:20～9:30　④妊娠から出産、育児までのイメージづくり、
新生児の保育、もく浴実習、楽しい食卓づくり、パパの妊婦体験
⑤母子健康手帳、筆記用具、昼食、1回目に配布した資料、
妊娠届の際にお渡ししたパンフレット（母子健康手帳の副読本）

■①　もぐもぐパクパク
食事相談

12月 8日㈪
 9:00～15:00

② 5か月児～3歳児の保護者　③健康増進センター　④食事についての相談
⑨ 1人30分程度

4か月健診
12月 2日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター

②平成26年7月1日～7月15日に生まれた子
携帯版乳幼児健診専用バス運行表
鶴瀬コース　　　水谷コース

12月22日㈪  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成26年7月16日～7月31日に生まれた子

12か月健診 12月 9日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年12月9日～12月31日に生まれた子

1歳6か月健診 12月16日㈫  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成25年3月11日～3月31日に生まれた子

3歳健診 12月17日㈬  ⑪ 12:50～13:40　③健康増進センター
②平成23年6月生まれの子

■①　乳児・母乳相談 12月19日㈮
10:00～11:30

⑪ 9:40～10:00　② 1歳までのお子さん（第一子）とお母さん
③健康増進センター　④ワンポイント保健情報、育児相談、グループトーク、母乳相談
※母乳相談のみ経産婦も可。管理栄養士･助産師･保健師の相談もあります。

■①　パパ講座
（初めてパパの子育てサロン）

12月 6日㈯
 9:50～12:00

⑪ 9:40～9:50　② 1歳までのお子さん（第一子）とお父さん
③針ケ谷コミュニティセンター　④子育ての話、情報交換、保健情報
⑤母子健康手帳、バスタオル、そのほか各自必要なもの

わくわく子育て
トーキング

12月11日㈭
10:00～11:30

⑪ 9:45～10:00　②1歳くらいまでのお子さんとお母さん　③鶴瀬西交流センター
④お母さんたちの交流　⑤バスタオル、そのほか各自必要なもの
⑩富士見市母子保健推進員連絡協議会
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水谷東公民館図書室
（開室時間 火～日曜 午後１時～５時）
お問い合わせは中央図書館へ
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ゆずります

洋服タンス（180×90×60㎝）／下駄箱／電子レンジ
／空手用グローブ（低学年用）／健康器具（エアロバ
イク）／ひな人形（ケース入り）／展示ガラスケース
（100×90×45㎝）／ゴルフクラブセット／サーフ
ボード／マッサージ機（床置式）

ゆずってください

応接セット／高圧洗浄機／ミシン／自転車（大人用）／自転車（女子
用24㌅）／子ども服（男児用95～100㎝）／諏訪小ジャージ（120～
130㎝）／きたはら幼稚園制服･体操着･カバン（女児用120㎝）／富
士見台中夏･冬制服（男子用165㎝以上）／東中夏・冬制服（男子用
170㎝）／ジュニアシート（1歳から対応）

問合せ／環境課　2 246
・••１１月１１日現在••・ このコーナーは、不用になった品物のリユースを希望する方の橋渡し

をする場です（無料のみ）。ゆずります・ゆずってくださいとも市内在住
の方が対象です。登録は3か月です。交渉結果はご連絡ください。

ご利用ガイド

イベント

柳瀬川～水谷田んぼ野鳥観察会
12月20日㈯9:00～11:30（雨天中止）／柳瀬
川駅東口集合／野鳥と富士山ウォッチン
グ／定員30人（要予約）／参加費100円／
持ち物防寒着、双眼鏡（お持ちの方）／主
催埼玉県生態系保護協会富士見支部／
次回は平成27年2月14日㈯開催／
千
ち

種
くさ

　2049-252-2328

混声合唱団けやき
創立30周年記念 第20回定期演奏会…
12月21日㈰14:00～16:00／キラリふじみ／
合唱発表（混声合唱組曲名曲集、クリス
マス曲集など）／入場料1,000円／
加藤　2049-253-4413
会員募集…毎週土曜19:30～21:30／鶴瀬
公民館／合唱練習／入会金1,000円／月
会費4,000円／高

たか

田
た

　2049-251-6649

ふじみギターフレンズ
30+1コンサート
12月21日㈰13:30開演（13:00開場）／鶴瀬
コミュニティセンター／午後のひと時をク
ラシックからポピュラーまでギターの音色
でお楽しみください／入場無料／
三井　2049-251-1285

キッチンコンサート
～クリスマスコンサート～
12月21日㈰11:00～12:00／大東ガスプチ
フラム富士見店（西みずほ台1-2-7）／合
唱／定員30人／入場無料／主催尚美学
園大学合唱サークル「匠

たくみ

」／
川島　2049-268-5525（同プチフラム富士見店）

富士見市ニューイヤー
オペラコンサートin2015
平成27年1月17日㈯14:00開演（13:30開場）
／キラリふじみ／市内在住のオペラ歌手
たちによる華麗なる競演／2,500円（全席
自由）　／東海林　2049-232-1753

募　集

カラオケサークル みどり会
毎週日曜9:30～11:30／みずほ台コミュニ
ティセンター／毎週楽しく歌っています。
講師指導あり／月会費2,500円／
小向　2049-253-7117

富士見市空手道連盟 元
がん

空
くう

会
かい

①毎週土曜9:00～12:00②毎週木曜おおむ
ね17:00～19:00／勝瀬集会所／幼稚園年
少～中学生／空手練習、大会出場／月
会費2,500円／無料体験あり（2回まで）／
青木　2090-4092-8571

ボーイスカウト埼玉県連盟
富士見第一団
月2回日曜（祝日）／幼稚園年長～小学生
の男女／異年齢の仲間と野外での活動を
中心に楽しく学び体験する／入団金
3,000円／月会費1,000円／〒354-0026鶴
瀬西2-11-35 氏家治子（はがきで資料請
求してください）

モダンバレエ
毎週月曜16:30～、毎週木曜18:00～、土
曜12:30～／南畑ふれあいプラザ／3歳以
上／モダンバレエの練習／月会費3,500
円／渡辺　2090-3545-2655

火曜絵画サークル
第1～3火曜13:00～16:00／みずほ台コミュ
ニティセンター／水彩、油彩など／月会
費3,000円／初心者歓迎、見学自由、無
料体験あり／渋谷　2049-251-3123

このコーナーは市民の方から寄せられた情報を掲載しています。参加する時は、内容の確認を。
掲載方法の問合せ／秘書広報課　2 240
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