☎ 258-1236

下記のイベント会場は全て中央図書館

258-5994

えほんとおはなしのへや －お楽しみのプログラム－

B 型肝炎予防接種の
定期接種開始

から

139 日以上

▶対象 平
 成 28 年４月１日以降に生まれた１歳に至るま
での子。

接種場所：三芳町・富士見市・ふじみ野市の委託医療機関

▶接種場所…三芳町・富士見市・ふじみ野市の委託医療機関。
【注意事項】◆予防接種の説明書をよく読み、接種の必要性や副反
応等を理解の上、接種してください。◆予診票は三芳町・富士見市・
ふじみ野市の委託医療機関にあります。◆母子健康手帳・健康保険
証を忘れずに持参してください。

両親学級 Mama's Time ～秋コース～

②年齢が 60 歳以上 65 歳未満で一定の障がいを有する希望者
自己負担金：1,000 円（生活保護世帯は無料）
助成期間：10 月 20 日㈭～ 12 月 25 日㈰
※２市１町の委託医療機関以外で接種を希望する人は、保健センター
にお越しください。予診票を 10 月 20 日から配布します。
※生活保護世帯の人は、接種時に生活保護受給者証を持参。
【注意事項】◆予防接種の説明書をよく読み、接種の必要性や副反
応等を理解の上、接種してください。◆予診票は三芳町・富士見市・
ふじみ野市の委託医療機関にあります。◆健康保険証を忘れずに持
参してください。

出張育児相談 at 中央公民館
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切り離されたのが造立から間もない時

れる）
の奉納した団体名が刻まれている。

宮稲荷神社の風変わりな幟立てについ

期だったことや、木宮稲荷神社の祭礼

三芳町にある神社境内の多くには、

て紹介する。風変わりな点というのは、

には養蚕実行組合が深く関わっていたこ

みなみしんの

川越街道を上下線に分ける、中央分離
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とが伺える。現在の幟立ては、下方が
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↑木ノ宮稲荷の幟立て（下り車線を
挟んだ奥には、木宮稲荷の鳥居が見
える）

13

帯内に立っているという点である。

休日・夜間・小児時間外診療所

中央分離帯に埋まり、幟立て本来の役

▶申込方法 直接会場にお越しください。

実は、この幟立てが立っている場所

応じます。予約不要。お気軽にお越しください。

目を終えてはいるが、昔の木宮稲荷神

ます。身体計測はもちろん、保健師・管理栄養士が相談に

は、元々、木宮稲荷神社の境内であった。

保健センターを飛び出して、中央公民館で育児相談を行い

（入院等が必要な救急小児）
施設名
休日急患診療所
第二休日診療所
小児時間外救急診療所 イムス富士見総合病院
所在地 ふじみ野市駒林元町 3-1-20 富士見市鶴馬 3351-2 ふじみ野市駒林元町 3-1-20
富士見市鶴馬 1967-1
電話番号
049-264-9592
049-252-4050
049-264-9592
049-251-3060
診療日
日曜・祝日・年末年始
日曜・祝日
月～土曜
月・木曜
月・木曜が平日 18:00 ～翌朝 8:00 まで
09：00 ～ 16：00
9：00 ～ 16：00
20：00 ～ 22：00
診療時間
月・木曜が祝日
8:00 ～翌朝 8:00 まで
20：00 ～ 22：00

田舎の弱小男子バレーボール部に、東京の強
豪校からワケありの天才セッターがやってき
た。弱小チームで“春高”をめざすことがで
きるのか !? 爽快感のある、青春スポーツ小
説。続編あり。

▶内容 ➊
 まずは聞き手になって楽しんで !（読み手 / ボランティア数人）
➋良い本を見極めるポイントは？（アドバイザー / 図書館長）
▶申込方法 中央図書館☎ 258-6464/gkcs21@yahoo.co.jp ほんのむし事務局

社の名残と川越街道の歴史を現在に伝

母子健康手帳
母子健康手帳、エ
父：エプロン、三角 プ ロ ン、 三 角 巾、
巾、手拭タオル
手拭タオル

０歳から就学前の児童
中央公民館
子育てスタジオ

11 月 13 日㈰

しかし、川越街道の車線新設に伴って、

持ち
母子健康手帳
物

10：00 ～ 11：30

▶対象
▶会場

壁井ユカコ 著
集英社 2013 年７月発行
請求記号：913 ｶﾍﾞｲ

申込制・無料

誰でも
10:15 ～正午（受付 10:00 ～）参加可

えてくれている。

妊娠中から出産ま
手 作りお や つ で
妊娠中の栄養、パ
での過ごし方
ティータイム
内容
パの調理実習、沐
～アロマセラピー
～プレママと先輩マ
浴実習、妊婦体験
体験～
マの交流～

11 月 24 日㈭

一般書

2.43 清陰高校男子バレー部
first season

みよし読書愛好会

昭和 年（１９３８年）に幟立てが立っ

保健センター調理室

開館時間 /9:00 ～ 21:00

読み聞かせ（幼児～高学年）に向くおすすめ本を知ろう！

ている敷地を含む木宮稲荷神社の境内

藤久保公民館・
和室

日時

配本所（中央公民館内）☎ 258-0050

〝スポーツ〟にまつわる小説別置紹介中

子どもの読書環境サポート隊学習会

地が、道路敷地に組み換えられ、その後、

会場

12/20 ㈫

休館日 / 毎週月曜日、月末、土・日除く祝日

休館日 / 原則第１月曜日（中央公民館休館日）

※ほかに中学生、司書、町関係者が発表します。▶協力

木宮稲荷神社の鳥居と幟立ての間に道

※メールの場合は件名を「両親学級申込み」。

開館時間 /11:00 ～ 18:00

▶発表者：町民 2 人を募集。10/4 ㈫から受付。電話可。

路が新設されたことで、現在のように

前②住所③電話番号④出産予定日⑤初産

か経産か」を記入し申し込み。

申込制・無料
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☎ 274-1722

▶一般参加者：大人 40 人（中学生以上）、申込受付中。電話可。

幟立てが中央分離帯に取り残される形

▶申込方法…電話・FAX・メールで「①名

竹間沢分館

参加者＆発表者大募集！

みかげいし

▶参加費 材料費１人 500 円（11/13 のみ）

11/13 ㈰

休館日 / 毎週月曜日、月末、土・日除く祝日

14:00 ～ 16:00（受付 13:45 ～）

となったのである。

▶対象 安
 定期の妊婦とその家族▶定員 20 人

☎ 258-6464

開館時間 /10:00 ～ 19:00（土・日 18:00 まで )

10 月 23 日㈰

御影石で作られた一対のこの幟立てに

輩ママとの交流、パパの調理実習などを行います。

11/10 ㈭

中央図書館

■ビブリオバトルとは…発表者が本を 5 分以内で紹介し、質疑応答と意見
交換。参加者が読みたいと思った「チャンプ本」を投票で決定する、ゲーム
感覚で楽しめる書評合戦です。

は「奉納」の文字と、向かって左側のも

病院などとは異なる地域ならではの内容です。沐浴実習や先

日程

三芳町図書館

▶内容 絵本、ストーリーテリング、小道具を使ったお楽しみプログラム。
▶対象・定員 ３歳～小学２年生 子ども 40 人（親子でどうぞ）
▶申込方法 中央図書館で受付中。電話可。▶協力 おはなしサークルかにかにこそこそ

ビブリオバトルを楽しもう！

▶接種回数 ３回（標準的な接種期間は生後２か月に至った
時から９か月に至るまでの期間です）
。
※ただし、すでに B 型肝炎ワクチンを接種した回数分（任意
接種含む）を除く。

無料（公費負担）

10 月 16 日 ㈰ 11:00 ～ 12:00

毎月 23 日は「よみ愛・読書の日」

三芳町「よみ愛・読書の日」記念事業

助成対象：接種日に①年齢が満 65 歳以上の希望者

▶料金

申込制・無料

にも掲載しています。

１回目の接種から

ら

３回目

２回目

１回目

27 日以上

10/
高齢者インフルエンザ予防接種 か 20

10/
1

図書館だより

※子ども向けのイベントは、Ｐ

保健センター 〒 354-0041 藤久保 185-1
hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp

保健・健康 / Health
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