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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。

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 ７/１㈬・15㈬　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 ７/８㈬　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 ７/１～29の毎週水曜日
16:00～16:30 絵本の読み聞かせ、折り紙、ペープサートなど 幼児～小学生と

その保護者

「さくらんぼ」のおはなし会 ７/４㈯　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 ７/19㈰　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 ７/２～30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

おもちゃの電車であそぼう ７/５㈰・19㈰　９:30～11:45 レールを組み立て電車を走らせてあそぼう 高校生以下
※乳幼児は保護者同伴

ひとりで悩まず、ご相談ください
DV・虐待の相談窓口

⃝桜区シニアサポートセンター
　北部圏域彩寿苑	 Ｔ857・6517　Ｆ857・6500
　南部圏域ザイタック	 Ｔ836・3503　Ｆ836・3507
⃝桜区高齢介護課	 Ｔ856・6177　Ｆ856・6271

⃝南部児童相談所	 Ｔ711･2489　Ｆ711･8904
⃝24時間児童虐待通告電話　Ｔ711･6824
⃝桜区支援課児童福祉係	 Ｔ856･6171　Ｆ856･6276

⃝桜区支援課障害福祉係	 Ｔ856･6172　Ｆ856･6276
⃝桜区障害者生活支援センター（さくらとぴあ）
　Ｔ783･7800　Ｆ783･7799

⃝女性のDV電話相談	 Ｔ762・3880

新型コロナウイルス感染拡大に
便乗した消費者トラブルに
ご注意ください

　市内で不審電話などの消費者トラブルが発生していま
す。少しでもおかしいと感じたら、消費者ホットライン 

（Ｔ188）又は消費生活センターへ早めにご相談ください。
相談専用電話　浦和消費生活センター
　　　　　　　Ｔ871・0164　Ｆ883・4893

「新型コロナウイルスの影響で貸しているマン
ションの価値が下がっている。今なら高く買
い取る」と買い取り業者を名乗る者から電話
を受けた。

事
例

高齢者

児　童

障害者

女 性

こんにちは
です区長

　7月に入り、本格的な夏がやってきました。区民の皆さんはいかがお過ご
しでしょうか。水分補給をこまめにして、熱中症にご注意ください。
　先日、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため役立てて欲しいと、マス
クをご寄付いただきました。

　上村　由紀　様（40枚）
　さいたま欅ロータリークラブ　様（300枚）

　ありがとうございます。桜区役所で活用させていただきます。桜区長　池田 智二
さいたま欅ロータリークラブへ感謝状を贈呈しました
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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。

特定健康診査を受けて
生活習慣を振り返ろう

　特定健康診査は、40～74歳の方を対
象とした、メタボリックシンドロームの
予防、改善のための健診です。

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。

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

離乳食教室 ８/６㈭　13:30～14:50 離乳食のすすめ方 令和２年３月・４月生まれの
乳児の保護者 20人 ７/15㈬から

（先着順）

むし歯予防教室 ８/７㈮　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３月～令和元年９月
生まれの乳幼児とその保護者 10組 ７/10㈮から

（先着順）

育児相談（乳児期）
※予約制 ７/16㈭　９:30～11:30

◦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 24組
７/６㈪から
（先着順）育児相談（幼児期）

※予約制 ７/17㈮　９:30～11:30 １歳以上の未就学児とその保護者 24組

さくらカレッジ
～糖尿病予防教室・基礎編～

日　時 ８月31日㈪　13時30分～15時30分
内　容
（講義）

・血管を若く保つための食事
・血管年齢の測定結果の見方
・糖尿病・腎臓病について

対　象 区内在住で、40～74歳の方
定　員 40人（先着順）
申込み ７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。

食生活改善推進員養成講座
～私達の健康は私達の手で～

　食生活を見直し、健康づくりの輪を広げる、食生活改
善推進員を養成するための講座を開催します。
対　象 市内在住で、食生活改善推進員となってボラン

ティア活動ができる方
定　員 70人（先着順）
費　用 無料（ただし、会員研修への参加には食材費等

の実費がかかります）
申込み 7月7日㈫9時から、電話又はファクスで、桜区

保健センターへ。
日時・会場・内容　
1コース　4日間（※2日目以降は入会者のみ受講となります。）

※時間は変更となる場合があります。
※1日目と2日目の間に会員研修へ参加していただきます。
　詳しくはホームページをご覧ください。

日　時 会　場 内　容

１日目 ８月20日㈭９:50～15:05
大宮区役所
６階会議室 講義

会員活動体験期間

２日目 11月５日㈭10:00～15:10
浦和区役所
保健センター 講義

３日目 11月12日㈭９:50～11:40
与野本町コミュニ
ティセンター 講義・運動実技

４日目 11月19日㈭９:50～14:40
大宮区役所
６階会議室

講義・
グループワーク

受講者
募集

受講者
募集

血管年齢
測定

をします

食べすぎ、運動不足等の生活を続けると…
▼

高血圧、脂質異常、高血糖などの
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状態に！

▼
動脈硬化につながり…
▼

心臓病や脳卒中が起こるリスクが増大

特定健康診査・特定保健指導 検索

募集は中止となりました。


