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サクラソウコラム
～国指定100年～

明るい選挙啓発ポスター
絵画教室
桜区内公民館共催事業

自宅で介護予防に取り組みましょう
　体を動かして、心と体をリフレッシュしませんか。無理のない範囲で行い、痛みを感じたらやめましょう。

　市ホームページで、ご自宅でできる運動などを紹介して
います。Ｈ 介護予防に取り組んでいる皆様へ 検索

問合せ　桜区高齢介護課　Ｔ856・6178　Ｆ856・6271

運動するときのポイント
・ゆっくりした動きで　　・膝を伸ばしきらない
・息を止めない ・痛みのない範囲で

※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。

　ゆっくり屈伸して足の筋肉をゆるめましょう。

　椅子の背に手を添えて支えにしながら、足を肩幅よ
りやや広めに開いて立ち、爪先をやや外側に向けて運
動しましょう。
　しゃがんだときに膝が爪先よりも前に出ないように
注意してください。

3～5秒
息を

吐きながら

3～5秒
息を

吸いながら

◯背筋を伸ばす
◯膝を伸ばし
　きらない

◯背筋はまっすぐ保つ
◯しゃがんだときに
　少し前傾姿勢

ゆるやかスクワット スクワット後のストレッチ

太ももの筋肉に効果的です。目標 5～10回×3セット

　埼玉大学の学生を講師に迎え、「明るい選挙啓発ポスター
コンクール」に出品する作品を描きます。

日　時 ８月10日㈷　①10時～12時　②14時～16時
会　場 桜区役所４階　大会議室
対　象  市内在住又は在学の小学生
定　員  各回20人（先着順）
持ち物  画材（水彩絵の具、クレパスなど）、飲み物
申込み ７月13日㈪までに、直接又は電話、ファクスで、

次の①～⑥を申込先へ。
　　　　 ①住所、②氏名（ふりがな）、③電話番号、④学校名、

⑤学年、⑥希望時間
　　　 桜区選挙管理委員会事務局（桜区総務課内）
　　　　Ｔ856･6124 　Ｆ856･6270
　　　　桜区内公民館（窓口受付のみ）

申込先
・
問合せ

参加者
募集

　今年の７月17日
は何の日か、ご存じ
ですか？
　桜区の、さいたま
市の、そしてわが国
の“宝”である、田島
ケ原サクラソウ自
生地が国の天然記
念物に指定されて、
ちょうど100年を
迎える日です。し
かも、日本で初めて
天然記念物が指定
された日です。
　この国指定100
年、天然記念物100
年を記念して、自生
地の過去と現在、そ
して未来について
を毎月紹介してい
きます。

問合せ　文化財保護課
　　　　Ｔ829・1723　Ｆ829・1989

さいたま市選挙
キャラクター
みらいクン

100年記念ポスター
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※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。

浦和レッズの社会貢献活動
～子どもたちへメッセージ～

夏の交通事故防止運動
７月15日㈬～24日㈷

　新型コロナウ
イルス感染症の
影響で卒業式が
通常通り開催で
きない状況を受
け、選手の発案
により動画メッ
セージを制作し、
学校に配信しました。
　浦和レッズは、これからも子どもたちを元気づけ、地域の
力になれるような活動を推進していきます。
問合せ 浦和レッドダイヤモンズ　Ｔ812・1001　Ｆ812・1212

問合せ　浦和西警察署交通課　Ｔ854・0110（代表）

子どもや高齢者を見かけたら、スピード
を落とすなど「思いやり運転」を心がけま
しょう。

ドライバー

道路を横断するときは、安全をしっかり
確認しましょう。

高齢者

道路に飛び出さないようにし
ましょう。信号を守って、横
断歩道を渡りましょう。

子ども

　埼玉県警察では運転免許証を自主返納した方に、本人の申請で「運転経
歴証明書」を交付しています。この証明書は、金融機関等の身分証明書と
して使用できるほか、65歳以上の方は、「シルバー・サポーター制度」によ
り、協賛店で提示すると各種割引等のサービスを受けることができます。
　ご自身やご家族の運転について、一度考えてみませんか。

問合せ 浦和西警察署交通課　Ｔ854・0110（代表）

体力や判断力に不安を覚えたら　運転免許を自主返納しませんか

熱中症にご注意を

桜区に伝わる文化
～大久保の七夕馬～

　次の症状があったら熱中症
を疑いましょう。涼しい場所
に移動して、体を冷やし、水
分と塩分を補給して安静にしてください。それでも症状が改
善しないときは、すぐに医療機関を受診してください。

めまい、立ちくらみ、こむら返り（筋肉痛）、手足
のしびれ、汗が止まらない、気分が悪い、ボーっ
とする

軽　度

頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感、意
識が何となくおかしい

中等症

意識がない、けいれん、体が熱い、呼びかけに対
し返事がおかしい、まっすぐに歩けない

重　度

問合せ　桜消防署　管理指導課
　　　　Ｔ836・0119　Ｆ836・0139 大久保地区には、笹の

七夕飾りのほかにマコモ
（イネ科の植物）で雌雄2頭
の馬を作り、竹

たけ

竿
ざお

に向かい
合わせにまたがせたもの
を飾る風習があります。
　織姫と彦星が無事会え
ますようにという願いの
ほか、五穀豊穣を願う気
持ちも込められていまし
た。
　大久保カルタには、七
夕に願いをかける人々の
姿が描かれています。
問合せ
桜区コミュニティ課
Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

写真：浦和レッズ提供

七夕（五関）
写真提供：アーカイブズセンター

※ 浦和西警察署管内のシルバー・サポーター制度協賛店（令和元年12月末現在）
平和自動車・ハーモニカタクシー、イオン（埼玉県内店舗）、森永埼大浦和ミルクセンター、ア
イメガネ、リオネットセンター、クリーニングオリジナル新都心店、サイクル工房　くまちゃ
り、ヘアーサロン　avancer（アヴァンセ）
サービス内容等については、埼玉県警ホームページから詳しい情報がご確認いただけます。

Ｈ シルバー・サポーター制度 検索
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