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わたしが伝えたい桜区

※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。

　今年は田島ケ原サクラソウ自生地が天然記念物に指定されて100年。指定される前から地域の人々に愛され、守り伝
えられてきました。桜区には自生地に加え、次世代に伝えたい、多くの人に知ってもらいたい美しい風景があります。
皆さんが伝えていきたい桜区のワンシーンを写真に撮り、ご応募ください。
　応募いただいた作品の一部は、桜区の魅力を発信するため、市報さいたま桜区版等で紹介していきます。

応募方法　①Twitterで「さいたま市桜区役所　@SakuraSCPR」をフォロー
　　　　　② 撮影した写真を添付し、本文に「#わたしが伝えたい桜区」を付けてツイート

※ 応募にあたっての注意事項は、区ホームページをご確認ください。応募（ツイート）された時点で、注
意事項の全てに同意いただいたものとさせていただきます。

※Twitter利用環境のない方は、お問い合わせください。

　　　　　　Ｈ わたしが伝えたい桜区 検索索

募集期間　9月7日（月）～10月9日（金）　応募資格　どなたでも
問 合 せ　桜区コミュニティ課　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

生活用品

非常食品

避難用具

衣料品

非常持出品と備蓄品を
準備しましょう

　家族構成を考えて必要な分を用意し、避難時にすぐ取
り出せる場所に保管しておきましょう。非常持出品・備
蓄品の基本のリストは市ホームページでご覧ください。
Ｈ 家庭での備えを！ 検索索

　新型コロナウイルスの感染対策として、以下のものを
非常持出品に加えてください。

　また、在宅避難に備え、数日間生活できる備蓄品も用
意しておきましょう。

問合せ　桜区総務課
　　　　Ｔ856・6123
　　　　Ｆ856・6270

サクラソウコラム
～100年前の自生地～

　自生地周辺の環境の変化を
紹介します。
　右の図（1919年頃）と、航
空写真（2019年）を見比べて
みましょう。100年前に自生
地の北側にあった小河川が横

よこ

堤
てい

と道路敷となり、荒川など
の河川も大きく改修されてい
ます。
　市ホームページで、「100年
前の自生地」を紹介していま
す。右の図と写真を大きな画
像でご覧いただけます。
Ｈ 100年前の自生地 検索索

問合せ　文化財保護課
　　　　Ｔ829・1723
　　　　Ｆ829・1989

桜区公式Twitter

地域の話題やイベン
ト情報、見どころ、
名所などの情報を発
信しています。

荒川省略河川台帳平面図
（アーカイブズセンター）

自生地周辺の航空写真

＝田島ケ原サクラソウ
自生地

1919年頃

2019年

●使い捨てマスク ●ハンドタオル
●石けん、ハンドソープ ●使い捨て手袋
●ウェットティッシュ ●体温計
●アルコール消毒液 ●室内履き
●ペーパータオル ●ごみ袋　　　　など

写真
募集

S A K U R A   2 0 2 0 . 9
3

※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区区長

　９月の声を聴
き、朝夕には時
折秋の気配が感
じられるように
なりました。い
かがお過ごしで
しょうか。
　今年の夏休み
は例年に比べて
短く、市内の公立小中学校は新学期が始まっています。
交通指導員の皆様には、まだまだ残暑厳しい中で、児童、
生徒の交通安全、見守り活動にご尽力をいただいており
ますことに、改めて感謝申し上げ今後ともよろしくお願
いいたします。 桜区長　池田 智二

交通指導員桜支部　正副支部長と

第18回桜区区民ふれあいまつり
中止のお知らせ

大久保東児童センターに
遊びに来ませんか

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、中
止となりました。
　楽しみにしていただきました区民の皆
さんには申し訳ございませんが、ご理解
のほどよろしくお願いいたします。
問合せ　桜区区民まつり実行委員会
　　　　（桜区コミュニティ課内）
　　　　Ｔ856・6130　Ｆ856・6273

0歳から18歳未満の子どもが遊
びを共有し、学び合う場です。親
子で一緒に遊ぶこともできます。
　バドミントン、なわとび、フラ
フープ、ままごと遊びなどが楽し
めます。
　お越しの際は、事前に施設まで電話連絡いただくほか、
マスクの着用、ご自宅での検温をお願いします。
利用時間 9～18時
　　　　※13～14時は消毒のため利用できません。
休館日　 祝休日（子どもの日、敬老の日、文化の日は開

館）、年末年始
問合せ　大久保東児童センター（大久保領家131-6）
　　　　Ｔ851・6717　Ｆ851・6718
　　　　桜区支援課　Ｔ856・6171　Ｆ856・6276

　当日、直接会場へお越しください。
　ご自身で事前に体調を確認し、マスクの着用をお願い
します。

会　場 期　日 時　間
新開小学校 8日㈫・28日㈪ 14時～15時30分

（雨天中止）千貫樋水郷公園 15日㈫

対　象　おおむね65歳以上の方
持ち物　タオル、飲み物、帽子、マスク
　　　　※動きやすい服装でお越しください。
問合せ　桜区高齢介護課
　　　　Ｔ856･6178　Ｆ856･6271

９月からすこやか運動教室
を再開します

申込
不要

　シニアサポートセンターでは、介護
や福祉、医療など、高齢者に関するさ
まざまな相談を受け付けています。
　「心身の状態に不安がでてきた」「介
護予防活動に参加したい」「悪徳商法
の被害にあってしまった」など、お気軽にご相談ください。
圏域 シニアサポートセンター 問合せ

北部 彩寿苑（宿400） Ｔ857・6517
Ｆ857・6500

南部 ザイタック
（田島5-25-8　U21ビル2階）

Ｔ836・3503
Ｆ836・3507

※お住まいの地区によって、2つの圏域に分かれます。
　圏域がわからない場合は、桜区高齢介護課へお問い合わせください。

問合せ　桜区高齢介護課
　　　　Ｔ856･6178　Ｆ856･6271

シニアサポートセンターを
ご利用ください

防火訪問を実施しています
　消防職員が訪問し、住宅用火災警報器の設置状況の確
認や火災に関する説明をします。
　訪問時には身分証を提示した上で、玄関先やインター
ホンで口頭により行います（家の中には入りません）。
対
(令和2年度)
象地区　 上大久保、田島1～5・7・8丁目、道場、道場1～3

丁目、町谷1～4丁目
　　　　　※今後区内全域を訪問する予定です。
対象住宅 ● 平成19年以前に建てられた住宅用火災警

報器の設置が必要な住宅
●高齢者が居住する住宅

問 合 せ　桜消防署管理指導課
Ｔ836·0119　Ｆ836·0139
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