第2回浦和区防犯ネットワーク大会が開催されました
浦和区防犯ネットワーク協議会の主催により、
「第2回浦和区防犯ネットワーク大
会」が11月１日㈬市民会館うらわにおいて開催されました。積極的に地域防犯活動に
取り組んでいる地域団体を代表して上木崎皇山自治協力会からワンワンパトロール隊
などの活動について、大東小学校から学校における防犯の取り組みについてそれぞれ
事例発表があり、参加者は熱心に耳を傾けていました。また、埼玉県警防犯指導班
「ひ
まわり」の防犯教室では、寸劇などを取り入れたわかりやすい説明に、楽しく防犯の
ポイントについて学んでいました。
最後に、犯罪のない安全で安心して暮らせるまちにするために、参加者全員賛同の
もと
「浦和区防犯ネットワーク大会宣言」
が読みあげられました。

浦和区防犯ネットワーク大会宣言
（抜粋）
１ 自分たちの地域は、自分たちで守るという防犯意識を広げます。
１ 地域が一丸となって、子どもや高齢者をはじめ全ての区民の安心・安全を確保する活動を進めます。
問合せ／区コミュニティ課 3829・6037

〜

浦和区では、交通事故のない

安全・安心なまちづくりを目指しています

〜

「浦和区・南区交通事故マップ」http://www.city.saitama.jp/index̲urawaku.html
が浦和区のホームページでご覧になれます。 浦和区

→

暮らし

→

交通

交通事故マップとは……
平成17年中に浦和区内、南区内で発生した人身交通事故箇所を地図上に表示しています。
また、小学生用事故マップには、「ヒヤリとした箇所（交通事故に気をつける箇所）
」
が表示し
てあり、各学校の通学区域ごとにマップを印刷することができます。
交通事故の発生箇所を知り、事故の再発防止及び交通安全意識の向上に役立てていただき
たく、交通事故マップをご活用ください。

交通事故マップ

問合せ／区生活課 3829・6049

A 図書館ホームページ
北浦和図書館（浦和区北浦和）
3832・2321 6832・2324
＊ 休 館 日：4日 ㈪、11日 ㈪、18日 ㈪、
25日㈪、28日㈭〜1月4日㈭
■市民映画会
日時・上映作品／
▶12月8日 ㈮14時 〜「 イ マ ジ ン 」
（104分）
▶12月16日㈯14時〜「ロマンス娘」
（97分）
定員／70人
（先着順）
■ふゆのこども会
日時／12月27日㈬ 10時30分〜12
時00分、
14時〜15時30分
（２回公演・午前と午後は同じ内容です）
内容／人形劇、
手あそび歌など

対象／幼児、
小学生
（保護者同伴可）
費用／無料
■おはなし会
日時／12月6日㈬、13日㈬、20日㈬
15時〜
内容／絵本の読み聞かせ、わらべうた、
パネルシアターなど
対象／幼児（親子可）
■えほんのじかん
日時／12月の毎週日曜日 11時〜
内容／絵本・紙芝居の読み聞かせ
対象／幼児（親子可）
北浦和図書館東高砂分館（浦和区東高
砂町)
3885・9983 6885・9984

http://www.lib.city.saitama.jp/

＊ 休 館 日：4日 ㈪、11日 ㈪、18日 ㈪、
25日㈪、
28日㈭〜1月4日㈭
■おはなし会
日時／12月の毎週木曜日 16時〜
内容／絵本・紙芝居の読み聞かせ、パネ
ルシアター、工作ほか
対象／幼児（親子可）、小学生
■ふゆの小学生おはなし会
日時／12月21日㈭ 14時30分〜
内容／すばなし、絵本の読み聞かせ、パ
ネルシアターほか
対象／小学生
■プチおはなし会
日時／12月の毎週土曜日 11時〜
内容／絵本・紙芝居の読み聞かせ
対象／幼児（親子可）、小学生
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浦和区保健センター からのお知らせ

浦和区常盤6-4-18
申込み・問合せは

3824・3971

・申込みは、各指定日 9 時からで、区内在住の方が対象。 ・相談は電話でも行っています。
・母子保健の各学級の参加は、お一人のお子さんに対し 1 回のみ。

会場名がない事業は、浦和区保健センターが会場です。
事業名

日時

産婦・新生児訪問指導

随時

事業名・定員
母親学級
定員 30人（先着順）

両親学級
定員 24組（先着順）

離乳食教室

母 子 保 健

定員 24人（先着順）

育児学級
定員 25組
（先着順）

むし歯予防教室
定員 各10組（先着順）

育児相談（乳児期）

内容

対象

申込み

助産師又は保健師の訪問
による育児相談

生後28日以内の赤ちゃんとその
母親（里帰り出産で期間内に市
内に居住している方も含む）

母子健康手帳別冊内「出生連絡票」
を訪問希望「有」として投函する
か、電話で各区保健センターへ。

日時

内容

対象

１/９㈫・16㈫・23㈫・30㈫
13:30 〜 16:00（1/23㈫は9:20 〜 13:00）

妊娠・出産・育児などを友達を
作りながら楽しく学ぶ

初めてお産をする方で分べん予定
日がH19.２/20 〜 H19.6/18の方

12/8㈮〜

１/20㈯ ９:15 〜 12:00

安心して育児ができるような
話や赤ちゃんのおふろの実習

初めてお産をする方で分べん予定
日がH19.6/18以前の方とその夫

12/11㈪〜

１/19㈮ 13:30 〜 15:00

離乳食について楽しく学ぶ

H18.8・9月生まれの赤ちゃんと
その保護者

12/20㈬〜

１/31㈬ 13:30 〜 15:30

育児について楽しく学び、友達
を作る

H18.9・10月生まれの赤ちゃんと
その保護者

12/13㈬〜

１/17㈬ ①13:30 〜 14:15
②14:45 〜 15:30

むし歯予防のために規則的な
食生活や正しい歯みがき習慣
を身につける

H17.8 〜 H18.1月 生 ま れ の お
子さんとその保護者

12/25㈪〜

1歳未満の赤ちゃん

当日、直接、
会場へ。

12/１㈮ 13:30 〜 14:30

育児相談（幼児期）

12/４㈪ 13:30 〜 14:30

公民館等育児相談

12/18㈪ 13:30 〜 14:30
南箇公民館

成 人 保 健

事業名・定員

身長・体重測定、保健師・管理
栄養士・歯科衛生士などによ
る育児相談やその他心配ごと
の相談など

12/11㈪ 13:30 〜 15:00

成人歯科健康相談
生活と食事健康相談

１/11㈭ 時間はお問い合わせください

定員 3人（先着順）

にこにこ広場のご案内
区内にお住まいのおおむね２歳から３歳のお子さん（未就園
児に限ります）で、下記のようなお悩みをお持ちの方を対象に、
親子で一緒に参加してもらい、さまざまな遊びを経験しなが
ら、お子さんの成長を促していくグループです。
・ことばがおそい

至大宮

至北浦和

浦和警察署
市役所通り

中山道

国道 号

埼玉県庁
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S A I TA M A

2006.12

浦和駅

市民会館
うらわ

JR京浜東北線

浦和区保健センター

持ち物：
母子健康手帳
おむつの替え
バスタオル

1歳〜就学前のお子さん

内容

申込み

健康に関する相談、体重・体脂肪率・血圧測定・
尿検査
歯や口腔の健康に関する相談と歯みがき指導

※健康手帳をお持ちの方

保健師・管理栄養士による個別の食事・生活相談

12/21㈭ ま で に 電 話
で、区保健センターへ。

当日、直接、会場へ。
は持参してください。

・おともだちとうまく遊べない
・集団に入っていけない
・その他発達に心配がある
実施回数…月１〜２回

参加期間…最長６か月

託児…あり（事前にご相談ください）
詳しくは区保健センターへお問合せください。

日曜納税窓口を開設します

浦和区保健センターのご案内
ときわ さいたま
会館 市役所
浦和
区役所

申込日

0歳〜就学前のお子さん

日時・会場

成人健康相談

6825・7405

平日（月〜金曜日）に納税できない方のために、日曜納税窓口を開
設します。税金の種類により場所が異なりますので、ご注意ください。
市税の納付及び納税相談
日 時／12月24日㈰ 9時〜15時
場 所／浦和区役所１階収納課
（23番窓口）
問合せ／区収納課 3829・6091
国民健康保険税の納付及び納税相談
日 時／12月24日㈰ 9時〜15時
場 所／浦和区役所１階保険年金課
（3番窓口）
問合せ／区保険年金課 3829・6162

