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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

２・３歳児のおはなし会 １/13㈬　10:30～11:00 絵本の読み聞かせ、紙芝居など
［申込み］当日10時15分から、直接、会場へ（先着順）

２・３歳の子どもと
その保護者　４組

おはなし会 １/６～２/３の毎週水曜日
16:00～16:30

絵本の読み聞かせ、紙芝居など
［申込み］当日15時45分から、直接、会場へ（先着順）

幼児～小学生と
その保護者　４組

「さくらんぼ」のおはなし会 １/16㈯　14:30～15:00 すばなし、絵本の読み聞かせなど
［申込み］当日14時15分から、直接、会場へ（先着順）

幼児～小学生と
その保護者　４組

大人のための朗読ライブ １/17㈰　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

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㈭
14:00～17:30 羽根つき、こま、けん玉などで遊ぶ 小学生以上

公民館　田島 Ｔ･Ｆ863･0400　土合 Ｔ･Ｆ862･5135　大久保 Ｔ･Ｆ854･8441　栄和 Ｔ･Ｆ857･1127　大久保東 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」 1/28㈭　10:00～12:00 体育室で子育てサポーターと手あそび、体操などを楽

しむ
乳幼児とその保護者
30組（当日先着順）

土
合 なかよし文庫

1/7～28の毎週木曜日
①10:30～12:30
②14:30～16:30

絵本、児童図書の貸出 ー

大
久
保

人権講座
人権落語 ２/２㈫　14:00～15:30 落語をとおして人権について楽しくわかりやすく学ぶ

［申込み］１/12㈫～29日㈮に、直接又は電話で（先着順） 40人

栄
和

楽しく学ぶ西洋美術
～印象派の時代～

2/15㈪・22㈪　10:00～11:30
（全2回）

印象派の画家及びその作品について、アートナビゲー
ターの解説を聞き、知識を深める
［申込み］1/21日㈭～2/3㈬に、直接又は電話で（抽選）

市内在住、在勤又は
在学で、20歳以上の方
30人

大
久
保
東

サクラソウの育て方講座 2/20㈯　10:00～11:30
桜区の花「サクラソウ」について、鉢植えでの育て方を学ぶ
［申込み］1/19㈫～2/5㈮に、直接、電話、ファクス又
は生涯学習情報システムで（先着順）

市内在住、在勤又は
在学で、小学生以上の方
12人　400円
※小学生は保護者同伴

イギリス文学講座 2/19㈮・26㈮　10:00～12:00
（全2回）

文学をとおして、イギリスの歴史や文化を学ぶ
［申込み］1/19㈫～2/5㈮に、直接、電話、ファクス又
は生涯学習情報システムで（抽選）

区内在住、在勤又は
在学で、20歳以上の方
18人

ペットの防災対策 2/7㈰　10:00～12:00
避難準備や同行避難について学ぶ
［申込み］1/20㈬～2/4㈭に、直接、電話、ファクス又
は生涯学習情報システムで（先着順）

区内在住、在勤又は
在学の方　15人

　あけましておめでとうご
ざいます。いつも熱いご声
援をいただき、誠にありが
とうございます。
　新年を心新たにスタート
し、区民まつり等のイベン
トへの参加、レッズローズ
の植栽、ハートフルクラブでの活動等をとおして、幸せなま
ちづくりに貢献していきたいと考えています。
　浦和レッズはより身近な存在として、皆さんと共に歩んで
まいります。皆さんにとって希望あふれる１年となりますよ
う心からお祈り申し上げます。今年もよろしくお願いします。
問合せ　浦和レッドダイヤモンズ　Ｔ812・1001　Ｆ812・1212

浦和レッズの社会貢献活動

ⒸURAWA REDS

　エンゼル訪問員（民生・児童委員、
主任児童委員等）がご家庭を訪問し
ています。子育てに関する相談を受
けたり、情報提供などを行っていま
すので、訪問の際はお気軽にご相談
ください。
対　象　�生後４か月までの乳児がいて、産婦・新生

児訪問などを利用していない世帯
問合せ　子育て支援政策課
　　　　Ｔ829·1906　Ｆ829·1960
　　　　桜区支援課
　　　　Ｔ856·6171　Ｆ856·6276

ハローエンゼル訪問事業を
実施しています
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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 定員 申込み（先着順）

母
子
保
健

マタニティクラス
（母親学級）

妊婦への新型コロナウイルス感染防止のため、当面の間中止します。個別に相談をお受けしますので、電話等でご連
絡ください。なお、市ホームページでも情報提供や動画配信を行っています。（下記参照）

離乳食教室 ２/２㈫　13:30〜14:30 離乳食のすすめ方 令和２年９・10月生まれの
乳児の保護者 11人 １/13㈬〜27㈬

むし歯予防教室 ２/８㈪　10:00〜10:30 むし歯になりにくい食生
活や歯みがき方法

令和元年９月〜令和２年３月
生まれの乳幼児とその保護者 10組 １/14㈭

〜２/２㈫

育児相談（乳児期） １/28㈭　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８組

１/６㈬〜22㈮

育児相談（幼児期） １/29㈮　９:30〜11:30 １歳以上の未就学児とその保護者

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。

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！

オンラインで妊
娠・出産・子育ての
相談ができます。

　新型コロナウイルスやインフルエンザなど、せきやく
しゃみの飛沫でうつる感染症は数多くあります。
　感染症対策の基本は「手洗い」や「マスクの着用を含むせ
きエチケット」です。電車や職場、学校など人が集まると
ころでは、特に意識して行いましょう。

◦せきエチケット
・せき・くしゃみをするときは周りの人か
ら顔をそらす（できれば１～２メートル
以上離れる）
・ティッシュなどで口と鼻を覆う
・鼻汁・たんなどを含んだティッシュはゴ
ミ箱に捨てる
・マスクをつける
・とっさのときは袖や上着の内側で覆う

感染者がせきやくしゃみを手で押さえると、その手で触った周
囲のもの（ドアノブなど）にウイルスが付いて、他の人に病気を
うつす場合があります。

せきエチケットを守って
うつらない・うつさない！感染症STOP!

ウイルスが手に付着 感染が広がる
感染者が触った
ドアノブを触る

運動不足になっていませんか

妊娠・出産・子育てに役立つ動画をご覧ください

　年末年始で飲食の機会や食べる量が増えたり、寒さで
外出がおっくうになったり…そんな経験ありませんか？
　体についたばかりの脂肪は落としやすいものです。短
期集中で解消しましょう。気付いたときがチャンスです！
ウォーキングで解消しましょう。
⃝ウォーキングにはこんな良い効果があります
生活習慣病の予防 転倒・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、代謝が盛んになる

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

感染予防対策をして、寒さに負けず
出かけてみよう！

⃝沐浴等の動画※ ⃝離乳食の作り方

⃝仕上げみがき

※このほか「産後のこころ」「抱っこ」「おむつ交換」等の動画もあります。


