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※新型コロナウイルスの影響により、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へ。

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　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

大
久
保
東

ロビー展示
こどもの声プロジェクト ６/８㈪～７/５㈰ 多様な立場の大人が聴いた子どもの”声”と写真の展示 ―

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 ６/３・17、７/１の各水曜日
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 ６/10㈬　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 ６/３～７/１の毎週水曜日
16:00～16:30 絵本の読み聞かせ、折り紙、ペープサートなど 幼児～小学生と

その保護者

「さくらんぼ」のおはなし会 ６/６㈯・20㈯
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 ６/21㈰　13:30～14:30 文学作品の朗読 ―

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 ６/４～７/２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

プチ工作 ６/14㈰　11:00～11:30 ボランティア「ピーコック」による工作タイム
0歳～小学生　15人
（当日先着順）
※未就学児は保護者同伴

なつまつり ６/24㈬　10:30～11:30
あそび歌ユニット「たんさいぼう」によるファミリーコ
ンサート
［申込み］６/４㈭10時～、直接又は電話で（先着順）

未就学児とその保護者
100人

家庭児童相談室のご案内 新型コロナウイルスに
便乗した犯罪に注意！

日　時 毎週月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）　9時～17時
場　所 桜区支援課内　※お越しの際は、事前にご連絡く

ださい。なお、電話相談も行っています。
内　容 ●育児やしつけ、性格や癖についての悩み

●発達の遅れ、言葉の心配
●学校、保育園、幼稚園等での悩み
●子どもといるのがつらいとき
●思春期の相談　など

問合せ 桜区支援課　Ｔ856・6171　Ｆ856・6276

　子育てに関する様々な相談に応じています。お気軽にご利
用ください。 　新型コロナウイルスの感染拡大に関連し、様々な

悪質商法や詐欺が発生しています。

◦ウイルス除去装置を取り付ける工事が必要です。
◦マスクや消毒液等を訪問販売しています。
◦�新型コロナウイルス対策の助成金があるので
ATMで手続きしてください。

　このような電話や訪問等があったら、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（代表）
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　皆さんは歯みがきを１日何回していますか？「平成28年度さいたま市健康づくり
及び食育についての調査」によると、桜区で「１日１回以上歯や入れ歯を丁寧にみが
く」方の割合は75.6％、10区中最下位でした。
　忙しいときはできる範囲でみがき、１日最低１回はじっくり時間をかけて歯

し

垢
こう

を
残さないようにみがきましょう。口の中の細菌は寝ている間に増えます。歯ブラシだけではなく歯間ブ
ラシやデンタルフロスを使って、きれいにしてから寝るようにしましょう。

6月4日㈭～10日㈬は歯と口の健康週間
～咲かそうよ 笑顔の花を 歯みがきで～

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。

Ｐ５保健センター左上の画像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKURA

サ  ク  ラ  ッ  プ

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。

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）

７/11㈯　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16日～12月
26日の方とその夫等

20組 ６/９㈫から
（先着順）

すくすく子育て
クラス（育児学級） ７/15㈬　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２年４月・５月生まれの
乳児とその保護者 25組 ６/16㈫から

（先着順）

離乳食教室 ７/10㈮　13:30～14:50 離乳食のすすめ方 令和２年２月・３月生まれの
乳児の保護者 20人 ６/10㈬から

（先着順）

むし歯予防教室 ７/７㈫　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31年２月～令和元年８月
生まれの乳幼児とその保護者 10組 ６/11㈭から

（先着順）

育児相談（乳児期） ６/29㈪　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） ６/30㈫　９:30～10:30 １歳以上の未就学児とその保護者 —

土合公民館育児相談 ６/５㈮ ①９:30～10:00
②10:00～10:30

①１歳未満の乳児とその保護者
②１歳以上の未就学児とその保護者 —

　　　　 おやこ健康クラス
～ご飯を作ってパパ・ママに食べてもらおう！～

日　時 ７月18日㈯　９時45分～12時30分
内　容 保護者　全身のゆがみ矯正等の運動

子ども　調理実習（簡単カフェ風朝ごはん）
対　象 区内在住の小学３～６年生とその保護者
定　員 12組（先着順）
申込み ６月８日㈪９時から、

電話又はファクスで
桜区保健センターへ。

　6月は食育月間、毎
月19日は食育の日です。
　市では、第３次さい
たま市食育推進計画に
基づき、５つの「食べる」
を目標に食育を推進し
ています。

確かな目をもって食べよう！

実践のポイント

◦食品表示を見て食品を購入する

◦食の安全・安心に関心をもつ

◦�手をよく洗い食中毒を防ぐ

◦�ローリングストック（回転備蓄）
で災害時に備える� など

Ｐ５保健センター左上の画像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKURA

サ  ク  ラ  ッ  プ

（答え�②）

効果的な歯みがきはどっちかな？

①朝昼晩、3分間ずつみがく
②1日1回だけ、10分間みがく
（答えは記事の左下にあります）

食育なび 検索


