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～荻島地区センター・公民館からのお知らせ～

～いま！話題のベビーマッサージです。
親子で一緒に楽しみながらリラックスしましょう！～
内容・定員

日

時

対 象

市内在住の
６月 ５日（火） ３ ヶ 月 ～ ７ ， ８
ベビー
２６日（火） ヶ 月 ぐ ら い （ 首
マッサージ
全２回
がすわった頃～
１０組
ハイハイ前）ま
（２０名） １０：３０～
１１：３０ で の お 子 さ ん と
その保護者

会 場

１階
和室

持ち物
・水分（甘くないもの）
・オイル拭き取り用
タオル
・バスタオル
・お子さんの着替え
・親子とも動きやすい服装

【講 師】日本こどもフィットネス協会 加藤 啓子先生
【参加費】親子１家族につき２００円（オイル代）
【申込み】５月８日（火）午前１０時～１０時１５分の間に直接荻島地区センター・公民館まで
（申込み多数の場合は抽選・代理不可）
【問合せ】荻島地区センター・公民館 ℡９７４－９５５５

ベビーマッサージとは・・・
親子の絆を深め、丈夫な身体作りの助けになります。
愛情ホルモンが働き、赤ちゃんだけでなくお母さんにとって
もたくさんの効果が得られます。
～効果は、いっぱい！！～
☆丈夫な身体作りの助けになります。
☆皮膚も丈夫になります。
☆心地よい目覚めと、睡眠！
☆お通じが良くなります。
☆お母さんも赤ちゃんもリラックス～
等々・・・
ベビーマッサージでスキンシップをとることは、子どもたちが成長していく上で大切な土台作りとなります。

～荻島地区センター・公民館からのお知らせ～

親子で一緒に楽しみながら学んでみませんか♪
【日

時】５月２４日～６月２１日 毎週木曜日（全５回）
午前１０時～１１時３０分
※６月２１日はランチ作りのため１２時まで
【会 場】荻島地区センター・公民館「多目的ホール」「学習室Ａ」「調理室」
【対 象】市内在住の２・３歳児とその保護者
【定 員】２０組(４０名)
【参加費】親子１組につき７００円（材料費・保険料）
（兄弟２人の場合１,４００円）
日 程
内
容
５月２４日（木） 魔法使いになって遊ぼう
３１日（木） からだを使っていっぱい遊ぼう
６月

７日（木） 「親の学習」子どもが育つ親のかかわり方
１４日（木） おみせやさんごっこをしよう

２１日（木） 「親子調理」ワクワク楽しくクッキング
【申込み】５月１０日（木）午前１０時～１０時１５分の間に参加費を添えて
直接荻島地区センター・公民館へ（申込み多数の場合は抽選・代理不可）
【問合せ】荻島地区センター・公民館 ℡９７４－９５５５
～荻島地区コミュニティ推進協議会からのお知らせ～

【日

時】①５月２６日（土）午前８時３０分～２時間程度 草取り
②６月 ２日（土）午前８時３０分～
【内 容】①草取り
②花植え（荻島小児童と花苗を植えます）
終了後、荻島地区センター・公民館で「花いっぱいまつり」（模擬店で楽しみます）
を実施します。
【集 合】①、②とも末田大用水の藤棚付近
【持ち物】①、②とも軍手・鎌・汚れても良い服装
【申込み】①、②とも荻島地区センター・公民館へ（℡９７４－９５５５）
～保健センターからのお知らせ～

第２３回歯科健康フェア
【日 時】６月１０日（日）午前９時３０分～午後２時３０分
【場 所】保健センター
東大沢一丁目１２番地１
※駐車場が少ないので、バス等をご利用ください。
（バスは、北越谷駅から１５分に１本間隔で運行しています）
【内

容】▼フッ化物塗布▼歯科健診▼ブラッシング指導（幼児・成人）▼児童生徒の図画ポスター
展示▼歯周病検査▼う触活動検査（むし歯になりやすさのテスト）▼口臭チェック▼口腔
内細菌・乾燥検査▼ハッポちゃん体操▼キッズお楽しみプレゼント▼歯科条例コーナー他
【問合せ】市民健康課（越谷市立保健センター）℡９７８－３５１１

～荻島地区スポ・レク推進委員会からのお知らせ～

越谷市制６０周年記念
第１２回荻島地区ビーチボール大会
～この春 スポーツで
いい汗流しませんか～
【日 時】５月１３日（日）
９：４５ 開会式
１０：００ 試合開始
【会 場】越谷市立荻島小学校体育館
【問合せ】各自治会のスポ・レク委員または
荻島地区センター・公民館まで

地区対抗ソフトボール大会が
開催されます
越谷市制６０周年記念 第６３回市民体育祭
地区対抗ソフトボール大会が開催されます。荻島
地区の代表選手が出場しますので、応援よろしく
お願いいたします。
【日 時】６月３日(日)
予備日：６月１０日(日)
８：００ 開会式
【会 場】江戸川広域運動公園グラウンド

越谷市制６０周年記念 第２９回荻島地区男女混合ソフトボール大会結果
４月２２日(日)しらこばと運動公園にて開催されました。今回は５チーム(野合、さしきだ、
下手、立野、出津の各自治会)が参加され、真夏の暑さの中 白熱した試合が行われました。
優 勝 出 津 チーム
準優勝 野 合 チーム
第３位 下 手 チーム

大会に参加した選手の皆さん、役員の皆さん
大変お疲れ様でした！
～子育て支援センター「ぽかぽか」からのお知らせ～
1 歳児

みんな集まれ～♪

1 歳親子
【場
【時
【日

連続講座

荻島保育所内
地域子育て支援センターぽかぽか

所】荻島地区センター・公民館 ２Ｆ 多目的ホール
間】１０：００～１１：００ 受付９：４５
程】１回目 ６月１５日（金）歌や体操・お友だちになろう
２回目 ６月２２日（金）手作りおもちゃであそぼう
３回目 ６月２９日（金）手形押し・ゲームや集団あそびを楽しもう
【対 象】１歳以上２歳未満のお子さんと保護者２０組 ※できるだけ３回とも参加できる方
【参加費】無料
【申 込】５月２１日（月）１３：００～電話にて受付開始
お電話おまちしてま～す☆
【申込先】荻島保育所内 地域子育て支援センターぽかぽか
℡：０４８－９７１－８１１５

職員異動のごあいさつ
４月から都市整備部市街地整備課へ異動にな
りました。在任中は、皆さま方から暖かいご支
援やご指導をいただき、心から感謝を申し上げ
ます。今後も、安心して住める緑豊かな活力の
ある荻島地区の発展を期待しています。
３年間、本当にありがとうございました。
牟田 守之
４月より子ども育成課へ異動となりました。
♪いつのことだか思い出してごらん～・・・地
区センターでは、あんなことこんなことがあり
ましたが、地区の皆様のご指導とご協力で乗り
越えることができました。本当にお世話になり
ました。ありがとうございました。
渋谷 朋子

４月１日付けで着任いたしました。皆様方にご
指導いただきながら、荻島地区のまちづくりに
少しでも貢献できればと思っております。いた
らぬ点が多々あろうかと思いますが、精一杯努
めさせていただきますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。
金子 豊
4 月より生涯学習課から荻島地区センター・公
民館に異動しました中谷と申します。一日でも
はやく、荻島地区のまちづくりまたコミュニテ
ィづくりに貢献できるよう、努めてまいります
ので、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお
願いします。
中谷 祥子
～クラブ会員募集～

荻島地区５月行事カレンダー
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（水）
（木）
（金）
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（月）
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（土）

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

（日）
（月）
（火）
（水）

（火）

憲法記念日（職員不在）/印刷不可

みどりの日（職員不在）/印刷不可
こどもの日（職員不在）/印刷不可

市民課開庁日
会食サービス/親子でベビーマッ
サージ受付

（水）
（木）

親子遊遊教室受付/離乳食講座
（荻島保育所）

（金）

子育て広場（荻島保育所）

（土）

わくわくキッズ①/公運協総会/
自治連会長会

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

地区ビーチボール大会

（金）

市民ゴルフ大会/０歳児連続講
座①（荻島保育所）
市青少年委嘱式/地区青少年総
会/荻小運動会/子育て講座(荻
島保育所）
荻島小運動会予備日

子育て広場（荻島保育所）

荻小田植え

（木）

親子遊遊教室①/荻小田植え
（予備日）

（金）

０歳児連続講座②（荻島保育所）

（土）

盆踊り実行委員会/スポレク全大
会/西中体育祭/花いっぱい運動

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

アメフトわくわく運動会
西中体育祭予備日
印刷不可
印刷不可
館報配送日/親子遊遊教室②

【休日市民課開庁日】
初心者大歓迎！皆さんで楽しく学びましょう
【練習日】月２回（第１・３金曜日）
午前１０時～１１時３０分
【会 場】荻島公民館（学習室）
【会 費】月１，５００円
【連絡先】武井 TEL９７６－１２３４

５月６日（日）午前９時～午後４時
※住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄
本・抄本のみの取扱いとなります。
【職員不在の日（貸館のみ行います）】
５月３日（木・憲法記念日）
４日（金・みどりの日）
５日（土・こどもの日）
※職員が不在となり施設管理人が待機します。

