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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。

テロからまちを守ろう！
　「何かおかしい」と思ったら、110
番又は浦和西警察署に通報してくだ
さい。
　区民の皆さんからの通報・連絡が�
テロを未然に防ぐことに繋がります。

◦乗車したまま長時間駐車している。
◦同じ場所を行ったり来たりしている不審な人
がいる。
◦バスの車内や公共施設等に荷物を放置しよう
としている人がいる。� など

問合せ　浦和西警察署　Ｔ854・0110（代表）

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

大人のための朗読ライブ 8/16㈰　13:30～14:30 文学作品の朗読
［申込み］当日13時15分から、直接、会場へ（先着順） ９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 ８/６～９/３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

おもちゃの病院 ８/16㈰　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
の修理

無料（材料費がかかること
があります）

「子育て支援センターさくら」に
遊びに来てみませんか

　３歳未満の子どもとその保護者が
楽しく遊びながら交流できる場です。
子育て情報の提供や育児相談、サー
クルの支援なども行っています。
　お子さん、お孫さんと一緒に、お
気軽にお越しください。これから
子育てをされる方も歓迎です。
　お越しになる前に、電話でご連絡ください。
利用時間　９時～12時、13時～16時
休　館　日　第１・３火曜日、第５日曜日、祝休日、年末年始
問　合　せ　子育て支援センターさくら（栄和６-９-４）
　　　　　Ｔ・Ｆ859・3031
　　　　　桜区支援課　Ｔ856・6171・Ｆ856・6276

公民館　田島公民館　Ｔ･Ｆ863･0400
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」 ８/27㈭　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）

桜図書館でアマビエを探してみませんか？
　江戸時代に出現し、疫病を予言した妖怪「アマビエ」。アマビエは今年、新型コロナウイ
ルス感染症の収束を願う様々な人の手によってイラストが描かれ、一躍有名となりました。
　実はこの妖怪、本にも取り上げられています。「明治妖怪新聞」湯本豪一 編（1999年刊
柏書房）など、借りられる本もありますので、ぜひ探してみてください。
　また、桜図書館の職員が描いたアマビエを桜図書館内に掲示しています。見ればご利益
があるかもしれません！
問合せ　桜図書館　Ｔ858・9090　Ｆ858・9091
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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。

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）

９/12㈯　９:10～12:10 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10月18日～令和
３年２月27日の方とその夫等

20組 ８/７㈮から
（先着順）

マタニティクラス
（母親学級） ９/９㈬　９:45～11:15

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10月15日～令和
３年３月17日の方

20人 ８/６㈭から
（先着順）

すくすく子育て
クラス（育児学級） ９/16㈬　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６月・７月生まれの
乳児とその保護者 20組 ８/12㈬から

（先着順）

離乳食教室 ９/11㈮　13:30～14:30 離乳食のすすめ方 令和２年４月・５月生まれの
乳児の保護者 20人 ８/13㈭から

（先着順）

むし歯予防教室 ９/７㈪　10:00～10:30 むし歯になりにくい食生
活や歯みがき方法

平成31年４月～令和 元年10月
生まれの乳幼児とその保護者 10組 ８/11㈫から

（先着順）

育児相談（乳児期） ８/26㈬　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 個別相談
各12組

計測のみ
各12組

８/４㈫から
（先着順）

育児相談（幼児期） ８/28㈮　９:30～11:30 １歳以上の未就学児とその保護者

土合公民館育児相談 ８/21㈮ ①９:30～10:30
②10:30～11:30

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

歯周病は糖尿病の合併症の1つ！
　「糖尿病」の人は「歯
周病」が悪化しやすい
ことをご存じですか？
反対に「歯周病」を改善
すると「糖尿病」の状態
も良くなります。

MIA♪（みんなで一緒に歩こう会）
ストレッチ講座

　効果的にウォーキングを続けるためのコツについ
て、埼玉県健康福祉村の講師から学びます。
日　時 ９月15日㈫　①９時20分～10時

　　　　　　②11時～11時40分
対　象 のびのびウォーキングにエントリーしている方

※当日エントリーも可能です。少し早めにお越しください。
定　員 各８人（先着順）
申込み ８月14日㈮９時から、電話又は

ファクスで桜区保健センターへ。

　　　　 さくらカレッジ
　　　 　～糖尿病予防・応用編～

日　時 ９月10日㈭　13時30分～15時10分
内　容 ・糖尿病について（保健師講義）

・糖尿病と歯周病の関係について（歯科医師講義）
・血糖値を上げない食事について（栄養士講義）

対　象 区内在住で、18～74歳の方
定　員 10人（先着順）
申込み ８月５日㈬９時から、電話又はファクスで桜区

保健センターへ。

Ｐ５保健センター左上の画像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKURA

サ  ク  ラ  ッ  プ

参加者
募集

参加者
募集

□ 朝起きたとき、口の中がネバネバする。
□ 歯みがきをすると、歯ぐきから出血する。
□ 歯と歯の間に食べ物がはさまりやすい。
□ 歯ぐきが腫れている。

□ 歯ぐきが赤黒い。
□ 歯ぐきから膿

うみ

が出る。
□ 歯がグラグラする。
□ 口臭が気になる。

歯周病をセルフチェック

離乳食を安心して楽しく進める
ための動画や赤ちゃんのお口の
ケアについての動画を市ホーム
ページで公開中です。

離乳食教室の動画公開中！

1つでもチェックがついたら歯周病の可能性があります。
成人歯科健康診査を受けて確認しましょう！


