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※費用の表示がないものは無料です。　※事業は中止・変更になる場合があります。

天沼児童センター
3・6645・7988
子育て支援事業
①0さい ひろば
日時●毎週木曜日
対象●0歳児とその保護者
②1さい ひろば
日時●毎週水曜日
対象●1歳児とその保護者
③2さい以上 ひろば
日時●毎週金曜日
対象●2歳以上の幼児とその保護者
《①～③共通》
日時●祝日を除く　11時～11時20分
内容●リズムダンス・読み聞かせなど
三橋児童センター　
3・6644・2978
けん玉タイム
日時●毎週金曜日　16時～16時30分
対象●小学生以上
定員●10人（先着順）
申込み●各回の1週間前の10時から、直
接又は電話で、同センターへ。
※その他の行事は、社会福祉事業団の
ホームページをご確認ください。
　https://saicity-j.securesite.jp/

大宮図書館
3643・3701　6648・8460
にちようびのおはなし会
日時●毎週日曜日（2月28日、3月7日を
除く）　11時～11時30分（受付10時
45分）

会場●2階 おはなしのへや
対象●3歳～小学2年生とその保護者
定員●10組（当日先着順）
子ども映画会
日時●2月11日㈷　14時～15時
　（受付13時45分）
会場●研修室
内容●子ども向け映画を上映
対象●小学生
定員●20人（当日先着順）
浮世絵入門講座
日時●2月21日㈰　14時～15時30分
内容●浮世絵の基礎知識および誕生と終
えんについての講座

対象●18歳以上（市内在住・在勤・在学の
方優先）

定員●20人（抽選）
申込み●2月12日㈮20時30分までに、
大宮図書館ホームページ「イベントお
申込みフォーム」より

グリーティングカードをつくろう
日時●3月7日㈰　14時～15時
内容●とびだすカードを作る
対象●小学生
定員●10人（先着順）
申込み●2月15日㈪9時から、直接又は
電話で、同図書館へ。

臨時休館のお知らせ
　2月24日㈬～3月4日㈭の間、休館
いたします。
※大宮図書館ホームページ、電話など
による所蔵調査なども休止します。期
間中に図書館へ資料を返却する場合
は、返却ポストをご利用ください。

※その他の行事はさいたま市図書館ホー
ムページをご確認ください。

　https://www.lib.city.saitama.jp/

児童センター 図書館

移動図書館カレンダー ～2月 3月

ステーション名 2月 3月 時　　間

火 三橋四丁目自治会館 9 23 15:00～15:30

※雨天の場合は中止します。詳しくは、大宮西部図書館
　（Ｔ 664・4946　Ｆ 667・7715）へ。

あなたは、震災時生き残れますか？
　震災時に一番怖いのが、けがです。どんなに注意し
ていても、いつどこで震災に遭うかはわからず、けが
をしてしまうこともあります。
　もちろん、薬や包帯を常に持ち歩くのが一番良い
ですが現実的ではありません。ハンカチやポケット
ティッシュならば常に持ち歩け、一時的な止血に使え
ます。
　また、お財布にばんそうこうを２、３枚忍ばせてお
けば、震災時に限らず、ちょっとしたけがの時にも使
うことができて便利です。手のひら面にすべり止めの
ついた軍手をかばんに入れておくと、手にけがをした
ときだけでなく、震災時の作業でも重宝します。
　皆さんも一度考えてみてはいかがでしょうか。

（文責:さいたま市防災アドバイザー大宮区連絡会）
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え
高齢期の食事のポイント

家の中でも介護予防家の中でも介護予防（栄養編）（栄養編）
　年を取ると、１日に必要なエネルギー量は減少して

いきますが、筋肉や骨格を保ち、健康を維持するため

には、たんぱく質やカルシウムを十分摂取することが

大切です。

　栄養状態が悪くなると、身体機能や免疫力が低下し

ます。美味しく食べて健康を維持しましょう！

１． １日３食規則正しく食べましょう

２． 主食・主菜・副菜をそろえて食べましょう

３． 特に動物性のたんぱく質をしっかり摂りま

しょう

４． 水分摂取を忘れないようにしましょう

５． 体調やそしゃく・えん下機能にあった食べ方

をしましょう

問合せ●区高齢介護課 Ｔ646・3068  Ｆ646・3165

マイナンバーカード交付専用臨時休日窓口を開設します
日　時●2月14日㈰　8時30分～15時
　持ち物については、「個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書
兼照会書」（はがき）をご確認ください。
※マイナンバーカード交付業務のみ取り扱います。転入、転出など、他の
業務は取り扱いません。

問合せ●区区民課　Ｔ646・3034　Ｆ640・1100

※新型コロナウイルスの影響により、事業の中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せ先へ。
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事業名 日時 内容 対象 申込み

産婦・新生児訪問
随時
※土・日・祝休日・年末年始
（12/29～1/3）は除く

助産師又は保健師の訪問
による育児相談

生後１か月くらいまでの赤ちゃんと
その母親（里帰り出産で期間内に市
内に居住している方も含む）

母子健康手帳別冊に添付の「出生連絡
票」の訪問希望「有」に○をつけ郵送
又は電話で、区保健センターへ。

母子健康手帳の交付
妊娠・出産包括支援センター（保健センター内）では母子健康手帳の交付、妊娠・出産・育児の相談をお受けしています。
※大宮駅支所窓口に母子保健相談員が出張しています。２月の出張日：5日㈮、12日㈮、19日㈮、26日㈮
持ち物、時間などの詳細はホームページなどでご確認ください。 妊娠出産包括支援センター　大宮駅支所

大宮区保健センターからのお知らせ 大宮区役所 4階
申込み・問合せは

3646・3100
6646・3169

申込みは、各指定日9時からで、区内在住の方が対象です。
各学級の参加は、１人のお子さんに対し1回のみです。

母子
保健

健康相談は電話でも
行っています。

成人
保健

会場名がない事業は、大宮区保健センターが会場です。

事業名・定員 日時 内容 対象 申込み

母
子
保
健

はじめまして
パパママ教室

 ① 9:00～ 9:40
３/６㈯ ②10:20～11:00

 ③11:40～12:20

育児や親の役割について学び、
赤ちゃんの抱っこなどを体験す
る

初めてお産をする方で、出産予定
日が令和3年4月20日～ 8月23日
の方とそのパートナー

2/9㈫～
電話又はファクスで。

定員 各8組（先着順）

育児学級
３/16㈫

 ①13:30～14:15
 ②15:00～15:45

育児について学び、遊びを通し
て親子のふれ合いを深める

令和2年12月・令和3年1月生ま
れの赤ちゃんとその保護者

2/10㈬～
電話又はファクスで。定員 各12組（先着順）

離乳食教室
３/４㈭

 ①13:30～14:15
 ②15:00～15:45

離乳食の進め方とお口のケア
について学ぶ

令和2年10・11月生まれの
赤ちゃんの保護者

2/5㈮～
電話又はファクスで。定員 各13人（先着順）

むし歯予防教室
３/12㈮

 ① 9:45～10:15
 ②11:00～11:30

むし歯予防のために規則的な
食生活や歯みがき習慣を学ぶ

令和元年10月～令和2年4月生
まれのお子さんとその保護者

2/12㈮～
電話又はファクスで。定員 各7組（先着順）

育児相談（乳児期）  ① 9:00　④13:00
２/17㈬ ②10:00　⑤14:00

 ③11:00　⑥15:00 身長・体重測定、保健師・管理栄
養士・歯科衛生士による育児相
談やその他心配ごとの相談

1歳未満の赤ちゃん

2/8㈪～前日までに
電話又はファクスで。

定員 各8人（先着順）

育児相談（幼児期）  ① 9:00
２/18㈭ ②10:00

 ③11:00
1歳～就学前のお子さん

定員 各8人（先着順）

事業名 日時 内容 対象 申込み

体組成測定
 ① 9:30～10:00

３/11㈭
②10:30～11:00
③11:30～12:00
④13:30～14:00

体組成計で筋肉量や筋肉バラ
ンス、脂肪量を測定して健康づ
くりに活用する

18歳以上の方
※妊娠中の方、ペースメーカーなど体
内機器を装着されている方は不可

２/８㈪～
電話又はファクスで

定員 各10人（先着順）

成
人
保
健

ノロウイルス感染症に注意しましょう！ 今からできる花粉症対策
　冬期(11～2月)に多く発症しています。 　多くの人が花粉症に悩まさ

れています。今まで花粉症でな
かった人も、突然発症すること
があります。事前に対策をしっ
かりしておくことで、ピーク時
の症状を和らげることができます。

予防のポイント

●石けんを使用した手洗いを徹底し、手洗い後は清潔なタオル
やペーパータオルなどで拭き、乾燥させましょう
●食材は十分に加熱（中心温度85～90℃で90秒以上）しましょう
●野菜や果物など生で食べるものはしっかり洗いましょう
●まな板や包丁などの調理器具は十分に洗浄し、熱湯（85℃）
で1分以上の加熱、またはこれと同等の効果がある方法（例：
200ppmの濃度の塩素系漂白剤での消毒）で殺菌しましょう

●外出時、マスクや眼鏡で花粉をガードする
●帰宅時、室内に入る前に衣服をはらう
●帰宅時、手洗い、うがいを行う
●衣服の素材はウールよりも、つるつるした
ものを選ぶ

●洗濯物は部屋干しをする
●１日にあびた花粉を落とすため、翌朝では
なくその日の夜に入浴する

●免疫力を高めるために、質の良い睡眠をとる

　また、患者の便や吐物、タオルからの2次感染
にも注意しましょう。
　塩素系消毒液の使い方など、詳しくはホーム
ページをご確認ください。

さいたま市　塩素系消毒

※新型コロナウイルスの影響により、事業の中止や内容を変更する場合があります。詳しくは、市ホームページ又は各問合せ先へ。
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