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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 内容 対象・定員・費用

田
島 子育てサロン「たーたん」 ２/27㈭　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

大久保地区人権講座
人権落語 ３/10㈫　14:00～15:30

落語をとおして人権を楽しく、わかりやすく学ぶ
［申込み］２/12㈬～３/６㈮に、直接又は電話で（先着
順）※大久保東公民館でも申込み可

80人

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 ２/５㈬・19㈬　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 ２/12㈬　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 ２/５・12・19の各水曜日
16:00～16:30 絵本の読み聞かせ、折り紙など 幼児～小学生と

その保護者

「さくらんぼ」のおはなし会 ２/１㈯・15㈯　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 ２/16㈰　13:30～14:30 文学作品の朗読 ―

市民講座さくら・いろいろ ３/６㈮　14:00～16:00 区の木サクラ、区の花サクラソウの歴史や楽しみ方を学ぶ
［申込み］２/14㈮９時から、直接又は電話で（先着順） 20人

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 ２/６～27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

パパとあそぼう ２/22㈯　10:30～11:30 手遊び、体操、着ぐるみとの写真撮影
［申込み］２/３㈪10時から、直接又は電話で（先着順）

幼児とその保護者　30組
※ご家族での参加も歓迎

おもちゃの病院 ２/16㈰　10:00～12:00
※受付は11:45まで

「浦和おもちゃの病院」のボランティアによるおもちゃ
修理

無料（材料費がかかるこ
とがあります）

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

beyond2020
Sakura Live 2020

３/８㈰　13:00～
さくらホール

プラザウエスト利用者及び桜区在住・在勤・在学のサー
クルによる舞台発表 402人

beyond2020
お茶のみ落語　ホール編

３/15㈰　14:00～
さくらホール

三遊亭鬼丸、三遊亭天どん、柳家花緑が出演
［申込み］SaCLaインフォメーションセンター（Ｔ866・4600）
で発売中　※お茶はつきません

402人（全席指定）
2,500円
※未就学児入場不可

　毎年、自治会やPTA、事
業所などたくさんの方のご
協力により、区内全域で清
掃活動を実施しています。
　皆さんの手で「ごみのな
い、きれいな桜区」をつく
りましょう。
※参加希望の団体は、お問い合わせください。

　銀行員等を名乗る者が、「振り込め詐欺の被害に
あっている」、「預金がおろせなくなる」などの理由
で、「新しいキャッシュカードと交換した方がいい」と電話し
てから家を訪問し、カードを持ち去る事件が多発しています。
　留守番電話機能等を活用して、被
害にあわないようにしましょう。不
審な電話を受けたら、迷わずすぐに
警察に連絡してください。

問合せ　浦和西警察署（代表）
　　　　Ｔ854・0110

桜区クリーン活動を実施します キャッシュカードを渡さないで！

日　時 ３月１日㈰　９時から（１時間程度）
問合せ 桜区コミュニティ課

Ｔ856･6131　Ｆ856･6274
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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 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。

妊娠・子育てでこんな心配ありませんか？お気軽に保健センターへ

事業名 日時 内容 対象 定員 申込み

母
子
保
健

プレPAPA＆
MAMAクラス
（両親学級）

３/14㈯　９:15～12:30 妊娠・出産・育児の話と育
児体験

初めて出産する妊婦で、出産予
定日が令和２年８月29日以前の
方とその夫等

20組 ２/12㈬から
（先着順）

すくすく子育てクラス ３/25㈬　13:30～15:30 育児について友達づくり
をしながら楽しく学ぶ

令和元年12月・令和２年１月
生まれの乳児とその保護者 25組 ２/17㈪から

（先着順）

離乳食教室 ３/４㈬　13:30～14:50 離乳食のすすめ方 令和元年10・11月生まれの
乳児の保護者 20人 ２/５㈬から

（先着順）

むし歯予防教室 ３/11㈬　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10月～平成31年３月
生まれの乳幼児とその保護者 10組 ２/７㈮から

（先着順）

「どこで出産できる？」「産後に手伝っ
てくれる人がいない…」「子育てが心配
…」「何を準備すればいいの？」　など

妊娠・出産包括支援センター （保健センター内）
母子保健相談員や保健師に、妊娠・出産・育児に関する疑問・悩みの
相談ができます。

幸せいっぱいなはずなのに…

「赤ちゃんがかわいいと
感じられない」 
「疲れを感じているのに
眠れない」
「やる気が起きない」　など

「産後うつ病」かもしれません
～１人で悩まず、保健センターへ～
産後うつ病とは、出産後に起こる「こころ」の病気です。出産後2週
間くらいで起こることが多く、3～6か月くらい続きます。女性ホル
モンバランスの乱れ、こころと体の疲れ、頑張りすぎてしまう性格
や家族支援の少なさなどが要因とされています。
つらいときには専門医に相談し、早めに治療を受けて軽いうちに
治すことが大切です。

育児がつらいなと思ったら… •頑張りすぎずに、体を休めましょう。  ・自分の気持ちを聞いてもらいましょう。
•短い時間でいいので、自分の時間をつくりましょう。

「体重が増えているか心配…」
「野菜を食べない」「言葉がゆっくり…」
「歯みがきを嫌がってしまう」
「育児がつらい」　など

育児相談
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、その他の相談ができます。電話での相談も可能です。

当日、直接会場へお越しください。
持ち物　母子健康手帳、おむつ

の替え、バスタオル

今月の
育児相談

会　場 日程・受付時間 対　象

保健センター ２/13㈭ ９:30～10:30 １歳未満の乳児とその保護者
２/14㈮ ９:30～10:30 １歳以上の未就学児とその保護者

土合公民館 ２/21㈮  ９:30～10:00 １歳未満の乳児とその保護者
 10:00～10:30 １歳以上の未就学児とその保護者
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