
対 おおむね３歳以下の幼児と保護者

みんなのお誕生日
㊐ ９月28日（水）午前11時30分から

手話の日
㊐ ９月５日（月）
絵本の後に、手話をやります。

英語ＤＡＹ♪
㊐ ９月30日（金）
英語の音楽に合わせて手遊びなどをします。

卓球の日
㊐ ９月16日（金）
子ども用の卓球台で遊べます。

保健師の日
㊐ ９月21日（水）午前10時〜11時

遊びにおいでよ！ぴょんぴょん広場
㊐ ９月７日（水）、21日（水）
　 午前10時30分〜11時15分
対 ２歳前後の幼児と保護者
体操、工作、体育あそびなど（申込み不要）
親子とも室内シューズ

申 自由参加です。開始時間までにお越しください。

ぴょんちゃんたいむ
㊐ ９月１日（木）、15日（木）
　 午前10時〜11時30分
対 就学前の幼児
遊戯室にジャングルジムやキッズカーなど遊具
を設置します。

小学生事業「あそびの会」
㊐ ９月24日（土）午後２時〜３時
対 小学生　 運動あそび
申 当日児童館で受け付けます。

毛呂山町立図書館ｔ295−1015

午前９時30分〜午後７時　土・日曜日、祝日は午後５時30分まで
図書・雑誌など ▼ 10点まで／３週間
CD・DVDなど ▼ ５点まで／２週間

「おはなしのクレヨン」
　　　おはなし会
㊐ ９月24日（土）
　 午後２時〜２時30分
対 ３歳〜小学生、大人もどうぞ！
おはなし「たからさがし」ほか

場 ２階視聴覚室　
定 10人（先着順）
※小さなお子さんは保護者同伴。

おはなしきいてなあるほど

文・絵 ▼ 鈴木まもる

第一次世界大戦がはじまった５か月後の、12月24
日の夜。敵対するドイツ軍とイギリス軍との最前線
で、「きよしこのよる」の歌声が聞こえてきて・・・。
戦争をやめて一緒に歌を歌いサッカーをした、戦場
でほんとうにあった奇跡のようなお話です。

『戦争をやめた人たち　1914年のクリスマス休戦』
今月の ススオ メの一冊

出版　 ▼ あすなろ書房

子育て支援センターｔ294−4820

乳幼児健診　※対象者には通知を送付します。
健診 対象 日にち 開始時間
４か月 R４.５生 10月３日（月）

午後1時30分10か月 R３.11生 10月４日（火）
１歳６か月 R３.３生 10月７日（金）
３歳 H31.４生 10月５日（水）

保健センターｔ294−5511

児童館ｔ295−4111

育児ほっと相談室
㊐ ９月20日（火）午前10時〜11時
助産師、保育士による育児相談、身体測定

対 町内在住でおおむね３歳以下の乳幼児と保護者
９・10月の開催日 ■開催日　■閉所日

10月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29
30 31

児童館内子育て支援室ｔ295−4111

２歳児歯科健診　※対象者には通知を送付します。
対象 日にち 開始時間

R２.３〜R２.４生まれ 10月20日（木）午前9時30分

９月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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今月号の特集は子ども議会で
す。新型コロナウイルスの影響
で中止となっていた子ども議会
が３年ぶりに開催されました。
子ども議員の皆さんが議場で堂
々と質問をしている姿が素晴ら
しかったです。子どもたちのハ
ツラツとした姿に元気をもらい
ました。（長谷川）

12平成30（2018）年
行事カレンダー

 

日 月 火 水 木 金 土
１
土曜開庁
文化財景観保全事

業

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
４か月児健診
まなびあい講座
・就学時健康診断
（泉野小学校）

10か月児健診
幼児クラブ

成人健康相談
３歳児健診
11月分体育施設調
整会議

ぴょんちゃんたいむ １歳６か月児健診
幼児クラブ
・就学時健康診断
（光山小学校）

絵灯
とう
篭
ろう
作り体験教

室

９ 10 スポーツの日 11 12 13 14 15
トレーニング機器説

明会
上級救命講習会

身体すっきり！運動
教室
幼児クラブ

ぴょんぴょん広場
・就学時健康診断
（川角小学校）

幼児クラブ
・就学時健康診断
（毛呂山小学校）
肝炎ウイルス検診

ファミサポさんと
あそぼう！
肝炎ウイルス検診

16 17 18 19 20 21 22
肝炎ウイルス検診
・秋の清掃日

まなびあい講座 幼児クラブ トレーニング機器説
明会

もの忘れ相談会
オレンジカフェ
２歳児歯科健診
ぴょんちゃんたいむ
甲種・乙種防火管理

新規講習

幼児クラブ
甲種・乙種防火管理
新規講習

小学生事業
おはなし会
鎌倉街道ウオーク

23 24 25 26 27 28 29
マイナンバーカード

専用休日窓口
大腸がん予防教室 第５回生涯学習人権

教育講座
幼児クラブ

ぴょんぴょん広場
・育児ほっと相談室（児
童館内子育て支援室）

・町税・保険料10月
分口座振替日

幼児クラブ ウオーキング教室

30 31
昔の遊び体験会 まなびあい講座

10月
2022年
行事カレンダー

図書館　 児童館　 町内体育施設　 歴史民俗資料館
そのほかの施設は、原則土・日曜日および祝日休業休館記号

は、自治会
をとおして全戸に配布するほか、
町内の公共施設・駅・一部のコ
ンビニに配架しています。次号、
令和４年10月号は、９月30日
（金）に自治会へお届けします。
広報の感想・意見・情報提供は、
役場秘書広報課広報広聴係へご
連絡ください。
〒350-0493毛呂山町中央2-1
hisyo@town.moroyama.lg.jp

ｔ049（295）2112 332
ｆ049（295）0771
朗読ボランティア「花あかり」
の皆さんのご協力により、「声
の広報もろやま」を発行してい
ます。詳しくは役場秘書広報課
ｔ 332へご連絡ください。

役場　 保健センター　 中央公民館　 東公民館　 ウィズもろやま
歴史民俗資料館　 児童館　 図書館　 総合公園　 消防署　 大類グラウンド場所記号

９～10月の在宅当番医（午前9時～正午）
日にち 医療機関名 所在地 電話

９月19日（月・祝） ハピネス会川角クリニック 下川原171 ｔ295−3959

９月23日（金・祝） 石川眼科 越生町越生東2-7-3 ｔ277−2077

10月10日（月・祝） おっぺ小児科・アレルギー科クリニック 若山1−8−7 ｔ295−5550

※埼玉医科大学病院（毛呂本郷38）ｔ276−1465では、救急部が曜日・祝日を問わず
救急患者を受け入れています。
※西入間広域消防組合『救急相談ダイヤルｔ2

きゅうきゅうはなして
95−9987』では、曜日・時間を問わず、

緊急時の対処法・救急車の必要性・医療機関の紹介などの相談を行っています。

町のAED（自動体外式除細動器）設置場所を確認

http://www.ipos-map.jp/aedsm/menu.aspx

現在位置からAED設置場所
を検索できます。（GPS機能
を有効にしてください。）

町の情報館

防災行政無線の放送を確認
町の防災行政無線の放送内容を確認でき
るサービスです。

※西入間広域消防組合が遠隔操作により
放送する火災情報や、毎日放送する定時
放送には対応していません。

登録した人に放送内容を
配信します。

放送内容を音声で確認できます。

メールで配信

電話で確認

ｔ0800（800）1165

町のSNS
毛呂山町公式

毛呂山町公式
twitter

@moroyama_town

毛呂山町公式

YouTube
毛呂山町公式

Instagram
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