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●健康相談
３月 会場 受付時間

15 火 木戸健康
センター 午前９時15分～11時15分

25 金 シルバーピア
石山

午前10時～11時30分
午後１時30分～３時

　健康診断の結果、健康手帳のある人は
お持ちください。
ÖÜ15日（火）は健康福祉課地域保健福
祉担当（☎025-250-2370）、25日（金）
は石山地域保健福祉センター

（☎025-250-2901）

●妊娠中の相談など
妊婦歯科健診

３月 会場 受付時間 定員（先着）

16 水 石山地域保健福祉
センター 午後１時～

２時15分

24人

17 木 木戸健康センター 39人

Ñ歯科健診、お口の健康相談
Ç母子健康手帳の交付を受けた妊婦
Æ母子健康手帳、妊婦歯科健診受診票
Ö２月23日（祝）から電話で市役所コー
ルセンター（☎025-243-4894）
マタニティセミナー（安産教室）
　開催時間が変更となる場合がありま
す。また、申し込み多数の場合は２部制
になります。当日は検温をしてお越しく
ださい。
Ä３月８日（火）午後１時～２時15分
Å木戸健康センター
Ç令和４年４月～５月出産予定の東区
在住の妊婦先着10人
Æ母子健康手帳、筆記用具
Ö２月22日（火）から電話で健康福祉課
健康増進係（☎025-250-2340）

●育児相談
３月 会場 受付時間 申込開始日

３

木

石山地域保健
福祉センター

午後１時30分～
３時10分

２月24日
（木）

17 木戸健康
センター

午前９時30分～
11時

※３日（木）は栄養士による相談あり、
17日（木）は栄養士と歯科衛生士による
相談あり
Æ母子健康手帳、バスタオル
Ö３日（木）は石山地域保健福祉セン
タ ー（ ☎025-250-2901）、17日（ 木 ）
は健康福祉課地域保健福祉担当（☎025-
250-2370）

●こどもの健康診査　 個人案内
　☆の健診でフッ化物塗布希望者は料金
1,020円が必要です。
Ü健康福祉課健康増進係

（☎025-250-2340）
１歳６カ月児健康診査☆
３歳児健康診査☆
１歳誕生歯科健康診査☆
　対象者には案内を送付します。
股関節検診・母体保護相談
　対象者には案内を送付します。超音波
検査料2,800円が必要です。

い～てらす

寺山1653（寺山公園内）
☎025-250-5207
開設時間　午前９時～午後６時
休館日　水曜日（祝日の
場合は翌平日）
人 就学前児と保護者、
小学１～３年生

●あんよのまえのいないいないばあ
Ä３月18日（金）午前10時15分～ 11時
30分
Ñふれあい遊び、リズム遊びなど
Ç７～ 12カ月の乳児と保護者先着20組
Ö電話で同施設

わいわいひろば
下木戸１- ４-１（区役所庁舎２階）
☎025-250-2395
開設時間　午前９時～午後６時
休館日　第１･ ３月曜日（祝日の場合
は翌平日）　※３月は７日

（月）、22日（火）
人 就学前児と保護者、
小学１・２年生

●リモートひなまつり
Ä３月２日（水）午前10時
30分～同45分
Ñひなまつりにちなんだ歌
やふれあい遊びをパソコン

やスマートフォンなどで視聴（ビデオ会
議ツール「Google Meet」を使用します）

●リモートスプリングコンサート
Ä３月５日（土）午前10時30分～同50分
Ñ演奏サークル「ぽんぽこ」による弦楽四
重奏をパソコンやスマート
フォンなどで視聴（ビデオ会
議 ツ ー ル「Google Meet」
を使用します）

●ベビーダンス
Ä３月８日（火）午後１時30分～３時
Ñダンスで親子のスキンシップとリフ
レッシュ
Ç５～９カ月の乳児と母親先着８組
É親子一組500円
Ö電話または直接同施設

●パパとママのベビーマッサージ
（パパ向け講座）
Ä３月13日（日）午前10時～ 11時30分
Ñパパとママで赤ちゃんとのスキン
シップを楽しむ
Ç２～７カ月の乳児と保護者先着４組

（きょうだいの保育あり、要申し込み、
先着２人）
É親子一組500円
Ö電話または直接同施設

●１歳児食育講座
～カミカミ期からパクパク期～
Ä３月25日（金）午前10時30分～ 11時
30分
Å東区プラザ
Ñ管理栄養士による１歳前後の子ども
の食事についての話
Ç１歳前後の子どもと保護者先着８組
Ö電話または直接同施設

●プレママひろば
～聞こう、話そう、出産・育児～
Ä３月28日（月）午後１時30分～２時
30分
Å東区プラザ
Ñプレママと先輩ママで出産や子育て
についてのおしゃべり会
Ç妊娠中の人先着５人
Æ飲み物
Ö電話または直接同施設

●産後ママのやさしいヨガ
Ä３月29日（火）午後１時30分～２時
30分
Ñ産後のママが赤ちゃんと一緒に参加
できるヨガエクササイズ
Ç１歳未満の乳児と母親先着８組
É親子一組500円

Ö電話または直接同施設

●赤ちゃんがきた！
～親子の絆づくりプログラム～
Ä４月７日～ 28日の毎週木曜日（４回
連続講座）午後１時30分～３時30分
Å東区プラザ
Ñ初めて赤ちゃんを育てている母親の
ためのプログラム（仲間づくり、親子の
絆づくり、育児の学びについての講座）
Ç令和３年11月～令和４年１月生まれ
の乳児と母親先着10組（東区在住に限
る）
Ö電話または直接同施設

こども創作活動館

牡丹山１-33-23
☎025-279-2113
開設時間　午前９時～午後６時（日曜・ 
祝日は午後５時）
休館日　月曜日（祝日の場
合は翌平日）
人 就学前児と保護者、
小学１年生～中学３年生

●おやこdeアート
Ä３月８日（火）午前10時30分～ 11時
Ñ親子で工作（てがたde春いっぱい）
Ç０歳～就学前児と保護者
Ö当日直接会場

●スポーツあそびの日
Ä３月11日（金）午後４時～５時
Ñ体を動かして遊ぶ
Ö当日直接会場

●おやこdeあそぼう
Ä３月15日（火）午前10時30分～同50
分
Ñリズム遊び、ダンスなど
Ç０歳～就学前児と保護者
Ö当日直接会場

●こどそう春まつり
Ä３月21日（祝）午前10時30分～ 11時
30分
Ñ新崎樽ばやし連による樽太鼓の演奏、
ピアノと楽器のコンサート
Ö当日直接会場

日＝日時　場＝会場　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝参加費（記載のないものは無料）　持＝持ち物　申＝申し込み　問＝問い合わせ

□＝日時 □＝会場　□＝内容　□＝対象・定員
□＝参加費（記載のないものは無料）
□＝申し込み　 □＝問い合わせ

日 内 人

□＝持ちもの持
申
￥

場

問

中地区公民館　☎025-250-2910
ちいきのサロン 
家で運動不足解消を！体しゃっきり体操
Ä３月16日（水）午前10時～ 11時
Ç先着20人　Ö電話で同館

石山地区公民館　☎025-250-2930

子育てサロン「いちごランド」

Ä３月７日（月）午前10時～ 11時30分

Ñ自由遊び、情報交換、絵本の読み聞
かせ（時間内の出入り自由） 
Ç未就園児と保護者先着８組
Æバスタオル　Ö当日直接会場

石山はじめて地域学

Ä３月18日（金）午前10時～正午
Ñ石山周辺地域の歴史を学ぶ
Çおおむね60歳以上先着18人
Ö２月22日（火）から電話または直接同館

催し物 ･ 募集
下山スポーツセンター 
体力測定＆相談
Ä３月８日（火）、15日（火）、26日（土）午
後２時～４時
Ñ体力測定、トレーニングプログラム相談
Ç15歳以上（中学生除く）先着２人
É一般250円、65歳以上100円（使用料）
Æ動きやすい服装、室内用運動靴、タオル
Ö電話で同施設（☎025-272-7677）

公　民　館
※申込受付は午前９時から

「ぷちしょっぷ東区」に「ぷちしょっぷ東区」に
お越しくださいお越しください

　区内の障がい者施設が自主製品を販売するお店です。おいしいパン
やお菓子、小物などを販売し、障がいのある人が働く機会を増やすと
ともに、地域社会との交流を図っています。心を込めて作った品々を、
ぜひ一度手に取ってみてください。東区社会福祉協議会でも同様の取
り組みを行っています。

※新型コロナウイルスの影響などにより、中止となる場合があります
問い合わせ　健康福祉課障がい福祉係（☎025-250-2310） 

場　所 販　売　日　時

区役所南口エントランスホール 毎週火曜日　正午～午後１時

石山出張所１階　フリースペース 毎週火・木・金曜日、第２月曜日
午前11時30分～午後０時30分

東区社会福祉協議会前
（区役所庁舎１階）

毎週月・木曜日　
正午～午後０時30分
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