
各施設のイベントはこちら

地域子育て支援センター・
つどいの広場

ファミリーサポート
センター
本部 ☎ 29-1900　菖蒲 ☎ 85-2015
栗橋 ☎ 55-1148　鷲宮 ☎ 59-6600

児童センター・
児童館
児童センター ☎ 21-8181
鷲宮児童館　 ☎ 58-7054

月齢別健康診査

ママ ・ パパ教室 【要予約】
場所 実施日 時間 対象
中央 7/23㈯ 9:30～12:00 妊娠16週

以降の方鷲宮 8/7㈰ 9:30～12:00

離乳食のすすめ方教室 【要予約】
場所 実施日 時間 対象
中央 7/13㈬ 10:00～11:30 ５～７カ月

児の保護者菖蒲 7/22㈮ 10:00～11:30

乳幼児健康相談 【要予約】
場所 実施日 受付時間
中央 7/22㈮ ９:30～11:30
菖蒲 7/26㈫ ９:30～11:00
栗橋 7/19㈫、8/8㈪ ９:30～11:00
鷲宮 7/12㈫、8/9㈫ ９:30～11:00

◆７月10日㈰～８月９日㈫の保健事業
　（７月１日～９日は６月号に掲載）

コアラ(障がいのある子どもの保護者のつどい)
【初めての方は要予約】 多胎児のつどい【要予約】
場所 実施日 時間
栗橋 7/22㈮ 10:00～11:30

場所 実施日 時間
栗橋 7/11㈪ 10:30～11:30

市立幼稚園　親子で遊ぶ会　時間 10：30(受付) ～ 11：50
幼稚園 日程 共通事項

中央幼稚園（さくらんぼクラブ）
☎ 22-8547 7/5㈫

  平成30年４月２日～令和２年４月１日生まれの未就園児および
２歳になった幼児とその保護者
  （中央）しゃぼん玉遊び、魚釣り、ボールすくい （栗橋）12日：積み
木遊び、園庭遊び　27日：コーナー遊び、園庭遊び
 水筒、帽子、汚れた場合の着替え、上履き

備考　当日、直接幼稚園へお越しください。
栗橋幼稚園（おひさまクラブ）
☎ 52-3346

7/12㈫
7/27㈬

場所 実施日 受付時間 対象となる生年月日

４カ月

中央 7/20㈬ 12:45～13:45 令和４年３月
栗橋 7/26㈫ 13:00～13:30 令和４年２月～３月

鷲宮 7/14㈭ 13:00～13:30 令和４年３月
8/5㈮ 13:00～13:30 令和４年４月

10カ月

中央 7/13㈬ 12:45～13:45 令和３年８月
菖蒲 7/11㈪ 12:30～12:50 令和３年８月～９月
栗橋 7/27㈬ 13:00～13:30 令和３年８月11日～９月30日
鷲宮 7/15㈮ 13:00～13:30 令和３年９月

１歳
６カ月

中央 7/27㈬ 12:45～13:45 令和２年11月21日～12月25日
栗橋 7/12㈫ 13:00～13:30 令和２年12月１日～令和３年１月15日

３歳 中央 7/26㈫ 12:45～13:45 平成31年３月
栗橋 7/13㈬ 13:00～13:30 平成31年２月21日～３月20日

　中央　☎ 21-5354　　菖蒲　☎ 85-7021
　栗橋　☎ 52-5577　　鷲宮　☎ 58-8521

問合せ・予約　　各保健センター

こどもとよみたいえほんコーナーこどもとよみたいえほんコーナー

飼い主から追い出された犬の
セルコは、野原で会ったオオ
カミに助けられます。お礼を
したいと考えていると･･･。

セルコ　ウクライナの昔話
著者：内田 莉莎子 / 文
　　　 ワレンチン・ゴルディ

チューク / 絵
出版社：福音館書店

ぴよぴよ

シンプルで楽しい言葉でつづ
られる、ひよこの冒険物語。
声に出して読むと楽しさ倍増
です。

著者：谷川 俊太郎 / さく
　　　堀内 誠一 / え
出版社：くもん出版

絵本は市立図書館で所蔵しています。ぜひご利用ください。
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 日程　  場所　  内容　講 講師　  対象　  定員　  費用　  持ち物　  申込み・応募　  問合せ

　映画会

タイトル 場所
(定員) 日時

「野ばら」（1957年　オーストリア）
89分 中央

18人

7/16㈯ 14:00

「アラン・ドロンのゾロ」（1974年　
イタリア・フランス）　126分 8/6㈯ 14:00

「蒼天の夢」（2000年　日本）　119分 鷲宮
25人 7/21㈭ 14:00

※ 申込み不要のものは先着順です。映画会は開始30分前、おはなし
会は開始10分前（栗橋文化会館図書室は30分前）から受け付け
を行います。映画会は整理券を配布します。

　おはなし会
　久喜市立図書館ホームページをご確認ください。

 ７月31日㈰ 14時～15時30分　  ２階 視聴覚室　
  水が入ったペットボトルの中で浮いたり沈んだりするおも
ちゃを作る　講 蔵

くらまえ
前理科教室不思議ふしぎ（くらりか）

 小学生 ※１・２年生は保護者同伴　  ８人（申込順）
  ７月16日㈯ ９時～（直接または電話）

中央図書館　☎21-0114

菖蒲図書館　☎87-1388

栗橋文化会館図書室　☎52-2000

鷲宮図書館　☎58-1002 開館時間
9時～19時30分

市立図書館
ホームページ

夏休み子ども科学あそび

 水中エレベーターを作ろう！

 ７月23日㈯ 10時～12時　  ２階 視聴覚ホール
  コマ、風船など、動かして遊べる折り紙を作る

講   梶
かじむら

村恵
け い こ

子さん
 市内在住の小学生とその保護者
 10組（申込順）
  ７月９日㈯ ９時～（直接または電話）

 ７月21日㈭ 17時30分～19時
 菖蒲文化会館 1階 多目的室
  大人も楽しめるちょっと怖いおはなし会
 30人（申込順） ※未就学児は保護者同伴必須
  ７月11日㈪ ９時～（直接または電話）

 ８月７日㈰ 15時～16時
 栗橋文化会館 1階 視聴覚室
  こわい絵本の読み聞かせ、紙芝居やクイズなど
 ４歳～小学生 ※未就学児は保護者同伴必須
 ８組（申込順）　   ７月２４日㈰ ９時～（直接または電話）

※ 保護者の方は、児童の送り迎えをお願いします。

 ７月21日㈭～８月31日㈬ ９時～19時30分
  夏休みは本を読んでビンゴ！まずは図書館カウンター
でビンゴカードをゲットしてゲームに参加しよう！
 幼児～小学生

 夏休みおやこ折り紙教室

 夕涼みおはなし会

 こわ～いおはなし会

 夏休み図書館ビンゴ

子ども１日図書館員 調べる学習にチャレンジ

新型コロナウイルスの影響により、イベント等が中止になる場合があります。市ホームページまたは各問合せ先で確認して
ください。また、イベント等参加の際は、マスクの着用・検温にご協力をお願いします。

日時 対象 定員 申込
7/29㈮
10:00

～15:00
市内在住の

小学３～６年生 10人（申込順） 7/10㈰
9:00～

①7/23㈯
②7/30㈯
各13:00
～15:00

市内小学生と
その保護者

５組（申込順）
※２回とも参
加できる方

7/9㈯
9:00～

7/24㈰
①10:00
～12:00
②13:00
～15:00

市内小学生
①１～３年生
②４～６年生

各10人（申込順）
①は保護者同伴

7/10㈰
9:00～

日時 対象 定員 申込
7/24㈰

9:00～12:00 市内在住の
小学３～６年生

６人
（申込順）

7/9㈯
9:00～

8/11㈷
13:00～16:00

４人
（申込順）

7/28㈭
9:00～

7/31㈰
13:30～16:00

市内在住の
小学４～６年生

８人
（申込順）

7/10㈰
9:00～

 身近な疑問を図書館の資料で調べる
　 （テーマの決め方、調べ方、まとめ方）

 図書館利用券、筆記用具
※申込みは直接または電話で

 図書館利用券、筆記用具　※申込みは直接または電話で
※ 保護者の方は、児童の送り迎えをお願いします。

 菖蒲総合支所　  栗橋総合支所　  鷲宮総合支所
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