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　あけましておめでとうございます。浦和レッズ
のサッカー普及活動「ハートフルクラブ」をとおし
て、日頃からご理解・ご
声援をいただき、感謝申
し上げます。
　これからも、より身近
な存在として、皆さんと
共に歩んでまいります。

　サクラソウを
テーマとした写
真コンクールの
入賞作品等を展
示します。

問合せ　桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6274

浦和レッズの社会貢献活動 第8回桜区サクラソウ写真コンクール
の公民館巡回展

さくらインフォメーション
※来館の際は、徒歩又は自転車･バスをご利用ください。
※申込みの記載のないものは、申込み不要です。
※対象の記載のないものは、どなたでも参加できます。
※費用の記載のないものは、無料です。

公民館 田島公民館　Ｔ･Ｆ863･0400　大久保公民館　Ｔ･Ｆ854･8441　大久保東公民館　Ｔ851･6586　Ｆ851･6597
事業名 日時・会場 内容 対象・定員・費用

田
島 子育てサロン「たーたん」 １/23㈭　10:00～12:00 子育てサポーターを中心に、乳幼児期の親子の仲間づ

くりを応援
乳幼児とその保護者　
30組（当日先着順）

大
久
保

食育講座
親子料理教室

２/１㈯　10:00～12:30
大久保東公民館

親子で料理をしながら、食育について学ぶ
［申込み］１/８㈬～24㈮に、直接又は電話で（抽選）

小学生とその保護者　
12組　800円

大
久
保
東

サクラソウの育て方講座 ２/22㈯　10:00～12:00
サクラソウの手入れ方法を学ぶ
［申込み］１/14㈫～24㈮に、直接又は電話、生涯学習
情報システムで（抽選）

小学生以上の方　25人
400円
※小学生は保護者同伴

桜図書館　Ｔ858・9090　Ｆ858・9091
事業名 日時 内容 対象・定員・費用

あかちゃんおはなし会 １/８㈬・29㈬　10:30～11:30 絵本の読み聞かせ、わらべうた、手あそびなど
０・１歳の子どもと
その保護者　15組
（当日先着順）

２・３歳児のおはなし会 １/22㈬　10:30～11:30 絵本の読み聞かせ、わらべうた、手あそびなど ２・３歳の子どもと
その保護者

おはなし会 １/８～29の毎週水曜日
16:00～16:30

絵本の読み聞かせ、折り紙、ペープサート（紙の人形劇）
など

幼児～小学生と
その保護者

「さくらんぼ」のおはなし会 １/18㈯、２/１㈯
14:30～15:00 すばなし、絵本の読み聞かせなど 幼児～小学生と

その保護者

大人のための朗読ライブ １/19㈰　13:30～14:30 文学作品の朗読 ―

東京2020参画プログラム
オランダ語であそぼ！
ブルーナおじさんの国のおは
なし会　Drie（３）!

１/７㈫　10:30～11:30
オランダ語及び日本語での読み聞かせ、手あそび、講
師との交流など（幼児～小学生とその保護者向けの内
容です）

40人程度（当日先着順）

桜図書館大久保東分館　Ｔ・Ｆ853・7100
事業名 日時 内容 対象・定員・費用

「えくぼ」のおはなし会 １/９～30の毎週木曜日
15:30～16:00

絵本の読み聞かせ、紙芝居、すばなし、パネルシアター
など

幼児～小学生と
その保護者

大久保東児童センター Ｔ851･6717　Ｆ851･6718
事業名 日時 内容 対象・定員・費用

お正月あそび １/４㈯～７㈫
14:00～15:00 大型カルタや羽根つきなど 小学生以上

卓球タイム
水・金・日曜日　13:00～17:30
（中高生に限り、水曜日は
18:30、金・日曜日は18:00まで）

卓球で遊ぶことができます。当日、事務室で予約して
ください。（小学生は１回10分、中学生～高校生は１
回15分）

小学生～高校生と
その保護者

プラザウエスト　Ｔ858･9080　Ｆ858･9020
事業名 日時・会場 内容 対象・定員・費用

第15回「夢の星音楽会」
ウィンターコンサート

１/19㈰　13:30～
さくらホール 市内の中学校吹奏楽部の発表会 373人

おみこし展示 １/18㈯～25㈯　ギャラリー 地元自治会のおみこしの展示 ―

提供：浦和レッズ

期日 会場
１月14日㈫～１月20日㈪ 田島公民館
１月21日㈫～１月27日㈪ 土合公民館
１月28日㈫～２月３日㈪ 栄和公民館
２月４日㈫～２月９日㈰ 大久保公民館
２月10日㈪～２月18日㈫ 大久保東公民館
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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・
年末年始を除く

助産師又は保健師の
訪問による育児相談

生後1か月くらいまでの乳児と
母親（里帰り出産で期間内に市
内に滞在中の方を含む）

母子健康手帳別冊に添付の「出生連絡票」の
訪問の希望「有」に○をつけて郵送又は電話
で桜区保健センターへ。

成
人
保
健

事業名 日時 内容 申込み

健康相談 月～金曜日　９:00～16:30
※祝休日・年末年始を除く

保健師、管理栄養士、歯
科衛生士による個別の健
康相談

直接、桜区保健センターへ。
※栄養・歯科相談については事前にお問い合わせください。
※電話での相談も可能です。

桜区保健センターからのお知らせ 申込み・問合せは

Ｔ856・6200
Ｆ856・6279

申込みは、各申込日9時からで、区内在住の方が対象。
各学級の参加は、子ども1人に対し1回のみ。

母子
保健

会場名がない事業は、桜区保健センターが会場です。
サクラップは桜区民の健康意識が向上（UP）して
欲しいという願いを込めて作成したロゴマークです。

事業名 日時 内容 対象 定員 申込み

母
子
保
健

マタニティクラス
（母親学級） ２/19㈬　９:15～14:50

妊娠・出産・育児について
の話、調理実習、歯科健
診等

初めて出産する妊婦で、出産予
定日が令和２年４月16日～８月
５日の方

20人 １/15㈬から
（先着順）

離乳食教室 ２/７㈮　13:30～14:50 離乳食のすすめ方 令和元年９・10月生まれの
乳児の保護者 20人 １/７㈫から

（先着順）

むし歯予防教室 ２/４㈫　10:00～10:45 むし歯になりにくい食生
活や歯みがき方法

平成30年９月～平成31年２月生
まれの乳幼児とその保護者 10組 １/８㈬から

（先着順）

育児相談（乳児期） １/16㈭　９:30～10:30
•身長・体重測定
•保健師・管理栄養士・歯
科衛生士などによる育
児相談

•その他心配ごとの相談

１歳未満の乳児とその保護者 ̶
当日、直接、会場へ。
［持ち物］
母子健康手帳、
おむつの替え、
バスタオル

育児相談（幼児期） １/17㈮　９:30～10:30 １歳以上の未就学児とその保護者 ̶

MIA♪（みんなで一緒に歩こう会）
ウォーキング講座

年末年始の食べ過ぎリセット
～食生活乱れていませんか？～

日　時 ２月26日㈬　10時～11時30分
内　容 効果的にウォーキングを続けるためのコツ
対 象 のびのびウォーキングにエントリーしている方

※当日エントリー可

定 員 20人（先着順）
申込み １月10日㈮９時から、

電話またはファクスで桜区保健センターへ。

参加者
募集

　のびのびウォーキングは、専用の歩数計をつけて
ウォーキングをしていただくことで、健康づくりをしな
がらポイントが貯められる、桜区保健センター独自の健
康づくり応援プログラムです。

　年末年始は飲食の機会が多く、食べ
過ぎて体重が増えてしまったという
方も多いのではないでしょうか。
　ついたばかりの脂肪は落としやす
いものです。今のうちに食生活を改善
するようにしましょう。

「のびのびウォーキング」を
はじめませんか

●参加すると何かいいことがあるの？
ポイントに応じて、ささやかな記念品を贈呈します。ポ
イントは合計歩数と来所回数により貯まっていきます。
MIA♪にも参加できます！ 

●ウォーキングの効果は？

●エントリー方法は？
桜区役所保健センターの窓口で
申請書に記入するだけ！

・野菜や海藻料理から食べ、主食からの糖質の吸収を抑える。
・濃い味のおかずは主食の食べ過ぎにつながるため、薄
味を心がける。
・３つの「あ」（アルコール・油・甘いもの）を控える。

食べ過ぎリセットのポイント

このまま
続けると…

生活習慣病に ! 生活習慣病
の予防

転倒予防・
腰痛予防

ストレスの
低減

有酸素運動によって呼吸・循環器系が
鍛えられるとともに、代謝が盛んになる。

歩くことで足腰の筋肉が鍛えられ、
バランス感覚も養われる。

全身の血行がよくなり自律神経の働き
が整う。
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