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詳しくは、広報課（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）へ。

大宮花の丘農林公苑
（西区西新井）

花と緑の散歩道
（南区別所）

見晴公園
（北区土呂町） 岩槻城址公園（岩槻区太田）

岩槻城址公園桜まつり

見沼田んぼの桜回廊
見沼代用水西縁

べり

、東縁、見沼通船堀に連なるこの桜回廊は、
総延長20kmを超え、桜の下を散策できる日本一の桜回廊で
す。この周辺では、公園や緑地などの桜も含めると、5,000
本以上の桜を楽しむことができます。

問合せ 見沼田圃政策推進室　Ｔ829・1413、Ｆ829・1979▲見沼代用水東縁（見沼区膝子）

桜回廊のドローン映像を
YouTubeで配信しています

※詳細は見沼たんぼのホームページ
（Ｈhttp://www.minumatanbo-saitama.jp/）
でご覧になれます。

大宮公園大宮公園

大宮駅

岩槻駅

見沼氷川公園

見沼代用水西縁

見
沼
代
用
水
東
縁

見沼通船堀

与野公園

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/

市内には見沼田んぼの桜回廊を
はじめ、桜を楽しめるスポット
がたくさんあります。
市内をめぐってお気に入りの
場所を見つけてみませんか？

日　時　4月4日㈯・5日㈰
10時～16時

内　容　岩槻観光ガイドツアー
フリーマーケットなど
※4日は琴、5日は和太鼓の　
　演奏があります。

問合せ （公社）さいたま観光国際協会
Ｔ647・8339、Ｆ647・0126

桜めぐり
楽しもう

を

※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。
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をつなぐ

　昨年、盆栽文化に関する国際交流の推進や人材育成
の協力のため、大宮盆栽美術館と米国立盆栽・盆景園が
姉妹館となりました。また、今年の2月22日には岩槻人
形博物館が開館するなど、本市の盆栽文化と人形文化
を継承し発展させていくための拠点が拡充しています。
　さて、いよいよ3月14日から5月17日まで、東京2020
大会の文化オリンピアードである「さいたま国際芸
術祭2020」を開催します。本芸術祭のテーマは「花／
fl ower」です。現代アートを中心とした最先端の作品展
示をメインとしつつ、市内各地で育まれている伝統文

化との融合や触
発を促すため、
市民の皆さんを
はじめ、より多
くの方が参加し、
体験できる場を設けています。本芸術祭は文化芸術に
触れ、その魅力を感じていただける絶好の機会です。
　文化芸術創造都市に向けた取り組みを一層進めてま
いりますので、皆さんのご協力をお願いします。

さいたま市長

文化芸術創造都市へ

詳しくは、資産経営課（Ｔ829・1191、Ｆ829・1986）へ。

がオープンします
4月1日㈬

子育て支援センターよの
親子同士の触れ合いの場や子育て中の方との出会いの場として、3歳未満の
子どもとその保護者が自由に利用できる施設が、中央区下落合から移転します。

利用時間　9時～12時、13時～16時
休 館 日　第2・4火曜日、第5日曜日、祝・休日、年末年始
問 合 せ　子育て支援政策課　Ｔ829・1271、Ｆ829・1960

※利用時間などはいずれも4月以降のものです。

与野郷土資料館
昔遊びを中心とする体験展示と、与野地域に焦点を当てた展示で「与野
らしさと与野の誇れる特徴」を知ることができます。また、地域のボラン
ティアの方々と子どもたちとの多世代交流が生まれる場を提供します。

開館時間　9時～16時30分
休 館 日　月曜日（祝・休日を除く）、祝・休日の翌日（土・日曜日、祝・休日を除く）、年末年始
問 合 せ Ｔ714・5471、Ｆ714・5472

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。

与野本町小学校（中央区本町東）の敷地内に、与野郷土資料館などからなる複合施設「いーよの」を開設します。この
施設は老朽化した校舎の建て替えに合わせて、市民の皆さんの意見を取り入れつつ整備したものです。

そのほかに、
与野本町放課後児童クラブや、
地域の方が交流の場として
使える地域サロンが

あります。
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マイナポイントを受け取るための準備

詳しくは、情報政策部（Ｔ829・1047、Ｆ829・1985）へ。

マイナンバーPRキャラクター

マイナちゃん

①マイナンバーカードを取得する
申請方法はマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
Ｈhttps://www.kojinbango-card.go.jp/

②スマートフォンやパソコンでマイキーIDを設定する
※お使いの機器により条件があります。また、3月から各区区民課でも設定できます。

カードの申請はスマート
フォンやパソコンなどで
簡単にできるよ！

マイナンバーカードを持っている人が9月以降に
キャッシュレスでお買い物をすると、最大5,000円
相当のポイントが付与されるよ！

公的個人認証サービスPRキャラクター

マイキーくん

マイナポイントの申込みは7月から、ポイントの取得は9月～
令和3年3月を予定しています。
マイナポイントについては、専用ホームページをご覧ください。
Ｈhttps://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120・95・0178

9時30分～20時
【土・日曜日、祝日は17時30分まで】

今後の
予　定

マイナポイントがはじまります 令和2年
9月実施

詳しくは、広報課（Ｔ829・1039、Ｆ829・1018）へ。

※予算案が国会で成立することが前提です。

市の情報を SNSSNS で発信しています
市内の素敵な写真を掲載

III
イイイイイイ ンンンンン スススススス タタタタタ グググググ ラララ ムムムム

nnnnnnnssssssstttttaaaaaaaagggggggggrrraaaammmmmmm
「＃さいたま日和」をつけて
写真を投稿してください

公式アカウント
＠saitamacity_offi cial

市の情報が素早く得られる

T
ツ イ ッ タ ー

witter
公式アカウント
＠SaitamaCityPR

さいたま市   Ｈhttps://www.city.saitama.jp/
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SNS

詳しくは、防災課（Ｔ829・1126、Ｆ829・1978）へ。

災害への備え、できていますか？
いざというときのために、日頃からハザードマップや避難場所などを確認し、
防災に関する情報を集めておきましょう。防災ガイドブックやハザードマップは、

各区情報公開コーナーや市ホームページでご覧になれます。

◎災害時には、テレビ埼玉のデータ放送や市ツイッターなどでも情報が確認できます。
　また、防災情報の詳細は、「さいたま市危機管理防災気象情報」のサイトでご確認ください。

Ｈhttps://bousai.city.saitama.jp/

市内の河川や道路、下水道の水位
情報やカメラ映像を見ることがで
きます。

Ｈhttps://www.fl ood-info.city.saitama.jp/

問河川課　Ｔ829・1585、Ｆ829・1988

水位情報システム

自然災害による被害範囲な
どを予測した地図です。

・地震防災マップ
・洪水ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ

ハザードマップ

防災行政無線で放送した内容をメール配信してい
ます。受信を希望する場合は、以下のアドレスに
空メールを送信し、返信されたメールに記載され
ている手順に従って登録してくだ
さい。

Ｅt-bosai-saitama@sg-m.jp

防災行政無線メール

「さいたま市地図情報」のサイトで自宅などの住所
を入力すれば、ピンポイントで大規模地震時の延
焼リスクや主要河川の洪水ハザードマップなど、
身近な災害リスク情報を確認することができます。

Ｈhttps://www.sonicweb-asp.jp/
saitama_g/

防災まちづくり情報マップ

高層マンションでの地震発生時の対応や日頃の対
策などをまとめたものです。

高層マンション防災ガイドブック

災害が発生したときの行動や、災害に備えて準備
できることなどをまとめています。

防災ガイドブック

緊急地震速報や豪雨予測などの防災情報を配信す
る「Yahoo!防災速報」アプリを利用している方に、
避難所の開設状況や避難情報などの「自治体から
の緊急情報」を配信しています。
アプリは二次元コードからダウン
ロードできます。

Yahoo!防災速報

各区役所の代表電話番号・ファクス番号（総務課）は10ページに記載しています。
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