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自転車の交通ルールを守ろう
～毎月10日は自転車安全利用の日～

　自転車は気軽に乗れる乗り物ですが、自転
車には「車」の仲間としての様々なルールが
法律で決められています。「自転車安全利用
五則」を守り、事故を防ぎましょう。
　また、さいたま市自転車のまちづくり推
進条例等により、自転車賠償責任保険への
加入が義務付けられています。保険に加入
して、万が一に備えましょう。 問合せ　桜区くらし応援室　Ｔ856･6136　Ｆ856･6273

自転車安全利用五則
① 自転車は車道が原則・歩道は例外
② 車道は左側を通行
③ 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
④ 安全ルールを守る
⑤ 子どもはヘルメットを着用

※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。

　「魅力満載　桜区ガイドブック」は、桜区を3つのエリアに分け、文化財や
歴史の情報、公園などを８つのウォーキングコースと併せて紹介する冊子で
す。この記事では、ガイドブックから各エリア１つずつ、コースを抜き出し
てご紹介します。

鴻沼コース　4.7km（1時間15分）
　室町時代の薬師様をまつる薬王院から、カシワやイヌマキの天然記念物を見
て、鴻

こう

沼
ぬま

資料館で歴史を学び、平安時代後期の大日如来のある医王寺を経て、高
台の西堀氷川神社を巡るコースです。

桜区の魅力再発見！

（野鳥写真提供　秋ヶ瀬野鳥クラブ）

鴨川周遊コース　10.4km（2時間50分）
　上大久保氷川神社を筆頭に、在

あり

原
わらの

業
なり

平
ひら

伝説の残
る身形神社から永福寺、林鐘寺を経て茅葺きの観
音寺観音堂、千

せん

貫
がん

樋
ぴ

水門跡の公園を通って埼玉大
学まで、鴨川の東と西を巡るコースです。

観音寺

カワセミ
桜草公園（田島ケ原サクラソウ自生地）

西堀氷川神社如意輪観音堂・カシワ

キビタキ

千貫樋水郷公園

自然満喫コース　6.7km（1時間40分）
　田島ケ原サクラソウ自生地やハンノキが残る雑
木林に多くの野鳥を見ることができる、荒川沿いの
豊かな自然を巡るコースです。

カワセミ

タキ

ガイドブックは桜区コミュ
ニティ課や区内公共施設等
で配布しています。
※ 区ホームページからダウンロード
もできます。
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ピラティス体験教室 消防団員を募集中
～身につけよう災害に役立つ力を！～

　消防団では、地域
の安心と安全を守る
ため、消火活動のほ
か火災予防の呼びか
けや警戒活動、応急
手当指導などを行っ
ています。
　皆さんの入団をお
待ちしています。

対　象　市内在住、在勤又は在学で、18歳以上の健康な方
問合せ　桜消防署管理指導課
　　　　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139

※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。

こんにちは
です

にちは 区は
すでです区区区区区区区区長

　青々とした稲が田んぼに張られた水に映え
る季節となりました。
皆さんもご存じのとおり、桜区の花は「サクラソウ」です。区

内にあります「田島ケ原サクラソウ自生地」では、4月頃の開花時
期に、今年も多くの可憐な花が咲きました。今年は、自生地が
国の天然記念物指定を受け100年の記念の年です。日本唯一の
自生地を未来につなぐため、皆さんのご協力をよろしくお願い
いたします。
　自生地やサクラソウのことを、多くの方に知ってもらいたい
と願い今月からコラム
を始めます。ぜひお読
みいただき、来年はサ
クラソウを見に自生地
までお越しいただけれ
ば幸いです。
桜区長　池田 智二

　体幹を整える体操で、姿勢の改善やケガの予防に効果
がある「ピラティス」を体験してみませんか。
日　時　6月14日㈰・21日㈰　10時～12時
会　場　 サイデン化学アリーナ（道場）
定　員　 30人（先着順）
費　用　１回200円（傷害保険料等）
申込み　 参加の3日前までに、はがき又はEメールで、

住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記載し、
下記申込先へ。

申込先　〒338-0811　桜区白鍬1-6　今 恵美
　　　　Ｅ f517ekkoro4@ezweb.ne.jp

さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会桜区支部
（桜区市民活動ネットワーク登録団体）
Ｔ080･1206･2417（古屋）

主　催
・
問合せ

参加者
募集

田島ケ原サクラソウ自生地

サクラソウコラム
　桜区では、あちらこちらでサ
クラソウのデザインを見かけます。
　今回はお菓子とお酒をご紹介します。皆さんも
探してみてください。

彩の花サブレ
洋菓子KAZU（田島1-19-13）

Ｔ864・6862

本醸造酒「うらら」
内木酒造㈱（西堀6-13-15）

Ｔ862・5734

サクラソウカステラ
文明堂 さいたまあおぞら工房
（在家182）
Ｔ852・0006

　地域支え合い推進員は、シニアサポートセンターを活動
拠点とし、高齢者の皆さんが、地域の支え手として活動し
ていくためのお手伝いをします。
　関心のある方は、お気軽にご相談ください。
問合せ　●北部シニアサポートセンター彩寿苑（宿）
　　　　　Ｔ857·6517　Ｆ857·6500
　　　　●南部シニアサポートセンターザイタック（田島）
　　　　　Ｔ836·3503　Ｆ836·3507
　　　　●桜区高齢介護課　Ｔ856·6178　Ｆ856·6271

地域支え合い推進員が高齢者の皆さんを支援します！

● ボランティア活動を始めたい方
に、養成講座などをご紹介します。
● つどいの場（サロン）を作りたい
方に、立ち上げの支援をします。
● 家族介護の経験をいかしたい方
に、活躍の場をご紹介します。

（※支援の一例です）
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