緑 区 お 宝10 0 選 紹 介
大門神社境内愛宕社の釘付けの竜

緑 区

日光御成道から入った大門神社の北側にある愛宕社には、竜の彫刻が施されています。
こ
の彫刻には左甚五郎にまつわる伝説が残っています。
【釘付けの竜】
その昔、愛宕社の崖下に池があり、その池に竜が棲んでいました。その竜が付近の田んぼ
に現れると、決まって大洪水が起こり、村人は難儀しました。毎年、お供えをしても効き目がな
く、困り果てていたところに、
たまたま、
日光へ向かう左甚五郎がこの話を聞き、竜の彫刻を彫
り、
これを愛宕社の向拝に取り付け、頭・胴・尾に五寸釘を打ち込みました。それ以来、池の竜は出ることもなく、洪水の難を逃れること
ができたといいます。村人は、
「釘付けの竜」と呼び、大切にしています。
また、別説として、
この愛宕社の竜は、左甚五郎の作で、夜な夜な大門の水田が荒らされ、稲が押し倒されていました。その時、
たま
たま神社に行くと、
そこに竜はいなかったということです。その後、村人は竜が出歩かないように釘を打ちつけたと
いよ
ように
う 釘を打ち
ちつけ
けたともいわれています。
ひだり じん

登 録

■ 所在地／大門2933

ご

ろう

■ 交通／バス▶国際興業バス 美園郵便局下車

徒歩6分

見沼自然公園のミドリシジミ

緑 区

平成6年に開設された見沼自然公園には、南部と西部に100本のハンノキがあります。
。
この
ハンノキは開設時に市民によって記念植樹されたものです。なぜ、記念植樹がハンノキだった
だった
のか。それは、埼玉県の「県の蝶・ミドリシジミ」の幼虫が食べているのがハンノキの葉であり、
あり、
、
ハンノキがあり、
ミドリシジミが舞う風景が、見沼田んぼの原風景だからです。
ハンノキは湿地に生える木であり、湿地は区内でも市内でも、県内でも埋め立てられ、減少
し続けています。
ミドリシジミを守ることは、ハンノキを含む湿地性のすべての動植物を守るこ
とになるのです。
■ 所在地／南部領辻字〆切地内

ⓒURAWA REDS

スタジアムで熱い応援をお願いします！
会場／埼玉スタジアム２〇〇２

リーグ
15節

6／7㈰
16：00

対戦相手
清水エスパルス

リーグ 6／27㈯
アルビレックス新潟
17節
19：00
問合せ／浦和レッドダイヤモンズ
ｌ812・1001 ｊ812・1212

こんにちは
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です

徒歩2分

駐車場あり

6月28日㈰ プラザイースト2階 多目的ルーム
＜午前の部＞ 「おやこで楽しく手話ダンス」
内容／�いたま市の歌
「希望
（ゆめ）
のまち」
を手話ダンスで踊ります
時間／ 10時〜 12時 講師／手話ダンスサークル手をつなごう会
対象／小学生とその家族
定員／ 30組（事前申込）
＜午後の部＞ 「好きこそものの上手なれ 〜動物画家 薮内正幸について〜」
内容／絵本
『どうぶつのおやこ』
などで知られる動物画家、故薮内正幸
氏についての講演会
時間／ 14時〜 16時 講師／藪内竜太氏
（薮内正幸美術館館長）
対象／中学生以上（小学生も保護者同伴で可） 定員／ 120名（事前申込）
＜共通＞
申込／ 6月2日㈫9時から、東浦和図書館子どもの本のカウンター、または電話で受付
主催／緑区地域文化講演会実行委員会
問合せ／東浦和図書館 ｌ875・9977 ｊ875・9687

木々の緑も色濃くなり、紫陽花の花が目を楽しませてくれる季節と
なりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか。

区役所芝生広場に区の花「サクラ」を植樹しました！

として、さらなる節電・省エネルギー行動の実践を呼びか

このたび、尾間木地区自治会連合会から桜の木を6本寄

け、また、5月から「クールビズ」として職員もノーネク

贈していただきました。「カンザシ」「イチヨウ」「ベニ

タイ等、軽装での執務を行っておりますので、ご理解とご

ユタカ」という3種類があり、長い期間、目を楽しませて

協力をお願いいたします。

くれることでしょう。本当にありがとうございました。
これからも花と緑あふれる広場に、そして区民の皆様の
憩いの場となるよう、努めてまいります。広場は開庁日に
あわせて一般開放していますので、ぜひご利用ください。
今月は環境月間です！
本市では、今年も「夏のライフスタイルキャンペーン」
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■ 交通／バス▶国際興業バス 締切橋下車

写真提供：日本野鳥の会埼玉

緑区地域文化講演会を開催します

浦和レッズ
ホームゲーム情報

大会／節 キックオフ

登 録

緑区長

岡村健司

保健師・看護師による健康相談

住宅防火モデル地区感謝状贈呈

地域包括支援センター職員による介護相談をお受けします。
日時／6月2日㈫ 10時〜13時
会場／イオンモール浦和美園
（ミスタードーナツ向かい）
対象／おおむね65歳以上の方
（市内在住の方）
費用／無料
問合せ／シニアサポートセンター リバティハウス
ｌ875・3111 ｊ875・3112
問合せ／緑区高齢介護課
ｌ712・1177 ｊ712・1270

緑消防署は、平成26年5月から大在家自治会を「住宅
防火モデル地区」として指定しました。大在家自治会は、
約1年間、消防署とともに防災訓練や住宅用火災警報器
の設置などに積極的に取り組んだ結果、自治会内の火災
発生0件を達成し、地域の火災予防に多大に貢献しまし
た。その業績をたたえ、3月8日㈰に緑消防署長から感謝
状と記念品が贈呈されました。

認知症サポーター養成講座を開催します
「認知症」
・・・この言葉が気になりだしたら、まずは認
知症サポーター養成講座に参加しましょう。
日時／6月3日㈬ 10時〜11時30分
会場／大古里公民館 対象／市内在住の方 費用／無料
申込み・問合せ／6月2日㈫までに、電話でシニアサポー
トセンター リバティハウスへ。
ｌ875・3111 ｊ875・3112
問合せ／緑区高齢介護課
ｌ712・1177 ｊ712・1270

介護予防とレクリエーションで健康づくり
おまぎ健康教室を開催します
体力に自信がない方、健康に興味のある方、どなたで
も参加できます。お気軽にご参加ください。
日時／6月25日㈭ 13時30分〜15時
会場／尾間木公民館 講座室
（緑区大間木）
費用／無料
申込み・問合せ／6月24日㈬までに、電話でシニアサポ
ートセンター 浦和しぶや苑へ。
ｌ876・1770 ｊ876・1821
問合せ／緑区高齢介護課
ｌ712・1177 ｊ712・1270

ゾーン30速度規制の実施
「ゾーン30」とは、ある一定の範囲内（ゾーン）の生活道
路について歩行者等の安全を確保するための事業で、ゾ
ーン内の最高速度を30㎞/hに制限します。
浅間神社

業務内容／介護保険要介護
（要支援）
認定の訪問調査
募集期間／募集人員に達するまで随時
採用日／８月頃を予定
対象／介護支援専門員若しくは介護支援専門員受験資格
をお持ちの方（保健師・看護師・介護福祉士などの実
務経験５年以上を有する方）
募集人員／若干名
選考方法／書類選考の上、面接により採用
問合せ／緑区高齢介護課
ｌ712・1178 ｊ712・1270

うんどう教室

参加者募集

介護予防のため、ストレッチを中心としたうんどう教室
を行っています。体力に自信のない方や運動が苦手な方で
も参加できます。皆さんの参加をお待ちしています。
日時・会場／下表のとおり
日 時
会 場
６月10日㈬ 10:30〜12:00 尚和園
（緑区原山）

線
蕨
木
間
大
道
県

（緑区芝原）
６月10日㈬ 10:30〜12:00 松芝公園
※主催：シニアサポートセンターリバティハウス
６月12日㈮ 14:00〜15:30 美園臨時グラウンド
（緑区大門）
６月18日㈭ 14:00〜15:30 東浦和中央公園
（緑区東浦和）

マクドナルド

大牧小
浦和東警察署

６月24日㈬ 10:30〜12:00 松芝公園
（緑区芝原）
６月24日㈬ 14:00〜15:30 三室シルバーワークプラザ
（緑区三室）

国道463号

ゾーン30区域
東和病院
明の星女子校
尾間木中
尾間木小

さいたま市介護認定調査員（非常勤嘱託）募集

見性院墓所

・制限速度を守り安全運転をお願いします。
問合せ／浦和東警察署 ｌ712・0110

※雨天中止（ただし、尚和園と三室シルバーワークプラザを除く）
内容／うんどう遊具を用いて、ふらついたり、つまずいたり
しないようにするための運動習慣をつける教室
対象／おおむね65歳以上の方
費用／無料
持ち物／タオル、飲み物、帽子 ※動きやすい服装で
申込み／当日、直接会場へ。
問合せ／緑区高齢介護課 ｌ712・1177 ｊ712・1270
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