第33回桜区ロビーコンサート

入場
無料

〜ピアニカって楽しい！〜

自由にご来場
ください。

小学校の教材にもなっている楽器「ピアニカ」を使った、長谷川幹人ピアニカBandによ
る愉快な音楽をお届けします。夏のひととき、お誘い合わせのうえぜひお越しください。
時

7月9日㈬ 12時15分〜13時

会

場

曲

目

プラザウエスト1階ロビー
ギャロップ ……………………………カバレフスキー
情熱大陸 …………………………………… 葉加瀬太郎
アンダー・ザ・シー ………………アラン・メンケン

日

ほか

※曲目は変更になる場合があります。

桜区ロビーコンサートとは・・・
気軽に音楽を楽しんでいただくため、
年に数回開催しているコンサートです。入
場無料でどなたでも自由に来場できます。

問合せ

桜区コミュニティ課
ｌ856・6130 ｊ856・6274

桜区食文化伝承事業

「朝まんじゅうに昼うどん」
手作り教室

9時30分〜

桜区の 地名の由来
かみおお く

第2回

ぼ

上大久保
しもおお く

ぼ

下大久保
大久保というのは、昔は
「大窪」と書き、大宮台地と
武蔵野台地の間の広い窪地
にあったようです。江戸時
代に大窪村が分村して、上
大久保村と下大久保村が誕
生しました。

第2回 まんじゅう作り
日 時 8月8日㈮ 13時30分〜
プラザウエスト ３階 キッチンスタジオ
区内在住、在勤又は在学の小学4年生以上
の方（小学生は保護者同伴）
定員・費用 各24人 無料
申込み・問合せ
7月7日㈪ 8時30分から、電話で桜区
コミュニティ課へ（先着順）。
ｌ856・6130 ｊ856・6274
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場
象

宿
塚本

神田
五関 大久保領家

上大久保

下大久保

問合せ

桜区コミュニティ課

栄和

道場

桜田
昭和60年8月の住居表示
の実施により、西堀の一部
が桜田となりました。近く
に桜や田んぼが多かったこ
とからこの名前になったと
のことです。

白鍬

町谷

山久保

中島
南元宿

桜田
新開

西堀

中浦和駅

会
対

さくら だ

在家

南与野駅

日 時 8月5日㈫

ご存じですか？

鴨川

第1回 うどん作り

長谷川幹人氏の声かけによって結成された、ほかに類を見ない新
感覚のピアニカトリオ。ピアニカ・長谷川幹人氏、ピアノ・小川美香
子氏、パーカッション・中村康伸氏の3人がそれぞれの楽器の持つ魅
力を活かし、ナチュラルでいて時に穏やかに時に情熱的に…様々な
サウンドを紡ぎ出します。小学校以来なかなかその姿を見ることの
ない ピアニカ の持つ魅力を伝えようと「音楽って楽しい！」を第一
にクラシックからポップス、オリジナルまでを楽しいアレンジでお
届けします。子どもから大人まで幅広い方々に愛されるよう、常に
新しい世界を追い続ける新進気鋭のバンドです。

荒川

桜区には、地元で採れた
小麦を使って各家庭でまん
じゅうやうどんを手作りし
て食べる風習があり、
「朝ま
んじゅうに昼うどん」とい
う言葉も残っています。
このような食文化を将来に伝えるため、地域の方を
講師に招き、粉から手作りする料理教室を開催します。

♪長谷川幹人ピアニカBand

田島
西浦和駅

ｌ856・6130 ｊ856・6274

毎月最終日曜日に区役所窓口を開設しています
日 時

7月27日㈰

8時30分〜17時15分

住民異動・戸籍・国民健康保険・国民年金等の届出や、各種
証明書の交付など、区役所の業務の一部を行っています。

問合せ

さいたまコールセンター
ｌ835・3156 ｊ827・8656

日曜納税窓口も開設しています
7月は固定資産税・都市計画税の第2期及び国民健康保険税の
第1期の納期です。

桜図書館

図書館まつり

家庭児童相談室をご利用ください
子育てに関するご相談に児童相談員がお答えしま
す。お気軽にお電話ください。
日

時

毎週月・火・木・金曜日 9時〜17時
（祝・休日、年末年始を除く）
場 所
桜区支援課内
内 容
育児やしつけ、性格や癖
発達の遅れ、ことばの心配
学校、保育園、幼稚園等での悩みごと
子どもといるのがつらいとき
虐待かな…と思うとき
※来室の際は、事前に電話でご連絡ください。
※電話相談も行っています。
問合せ
桜区支援課 家庭児童相談室
ｌ856・6173 ｊ856・6276

7 月 26 日㈯
古本バザール
10時〜16時
図書館で不要になった
本を提供します。

おもちゃのびょういん
10時〜15時
こわれたおもちゃの修理
（部品代は自己負担）

おはなし会
14時〜
絵本の読み聞かせなど
対象 幼児〜小学生と保護者

楽しい夏休み工作教室
10時〜、11時〜
「お馬トコトコをつくって
あそぼう」
対象 小学生
（先着順）
定員 各回15人
問合せ 桜図書館
ｌ858・9090 ｊ858・9091

さいたま桜高等学園

夏休み親子環境教室
日 時

世界にひとつだけの
自分の植木鉢を
つくろう！

8月1日㈮・5日㈫

13：30〜14：45
15：00〜16：15
内 容 ペットボトルをリサイクルして
植木鉢を作る
対 象 小学生と保護者
定 員 各回10組（先着順）
費 用 無料（空のペットボトルを10本持参）
会場・問合せ さいたま桜高等学園
ｌ858・8815 ｊ858・8832
※詳しい内容や申込みは、同校ホームページをご覧ください。
http：//www.saitamasakura-sh.spec.ed.jp/

「自分発見！」チャレンジさいたま の対象です。

こ ん に ちは
ちは

区長

です
で
す

7月に入り暑さも一
段と厳しくなります
が、皆さんはいかがお
過ごしでしょうか。
夏 と い え ば「 夏 休
み 」「 花 火 大 会 」「 海
水浴」などを思い浮か
べますが、私は子ども
の頃の「ラジオ体操」
が記憶に残っています。毎朝6時30分に空き地に集
合し、大人と一緒に子どもたちが体操する。毎日、シ
ートにハンコを押してもらうのが楽しみで、誰かが
居ないと「どうしたのかな」と子どもながらに心配し
たり、終わってからアイスをもらい嬉しかった記憶
が蘇ります。
それから「夏祭り」も魅力的ですね。
まつりばやし
と
今月は、桜区内でも祭囃子に乗って、おみこしの渡
ぎょ
御が各地域で行われます。威勢のいい掛け声を聞く
と夏の暑さも吹き飛んでいくような気がします。
旧中山道で行われる浦和まつりでは、私もおみこ
しを担いでいるかもしれません。見かけたら応援し
てください。
そして皆さんも地域の伝統行事にぜひ参加してい
ただき、見たり、聴いたり、担いだりすることで夏の
いい思い出を残してください。
桜区長 吉住俊幸
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